
・・・・ 井上電器商会井上電器商会井上電器商会井上電器商会 ７２－０３８４７２－０３８４７２－０３８４７２－０３８４ ・・・・ 芦の屋芦の屋芦の屋芦の屋 ７１－２２９３７１－２２９３７１－２２９３７１－２２９３ ・・・・ かしわぎかしわぎかしわぎかしわぎ ７１－０３４８７１－０３４８７１－０３４８７１－０３４８
・・・・ ウチヤマ酒店ウチヤマ酒店ウチヤマ酒店ウチヤマ酒店 ７１－８２７１７１－８２７１７１－８２７１７１－８２７１ ・・・・ 吾妻堂吾妻堂吾妻堂吾妻堂 ７１－０２４８７１－０２４８７１－０２４８７１－０２４８ ・・・・ 金井ラジオ店金井ラジオ店金井ラジオ店金井ラジオ店 ７１－０２２６７１－０２２６７１－０２２６７１－０２２６
・・・・ サクラ美容室サクラ美容室サクラ美容室サクラ美容室 ７１－７０３４７１－７０３４７１－７０３４７１－７０３４ ・・・・ 魚三分店魚三分店魚三分店魚三分店 ７１－００２５７１－００２５７１－００２５７１－００２５ ・・・・ こいずみ肉店こいずみ肉店こいずみ肉店こいずみ肉店 ７１－０２７８７１－０２７８７１－０２７８７１－０２７８
・・・・ 高野薬局高野薬局高野薬局高野薬局 ７３－０２３５７３－０２３５７３－０２３５７３－０２３５ ・・・・ 臼井茶店臼井茶店臼井茶店臼井茶店 ７１－００７０７１－００７０７１－００７０７１－００７０ ・・・・ 小島毛糸店小島毛糸店小島毛糸店小島毛糸店 ７１－１１８３７１－１１８３７１－１１８３７１－１１８３
・・・・ パウダールーム　Ｙパウダールーム　Ｙパウダールーム　Ｙパウダールーム　Ｙ ７１－８４６３７１－８４６３７１－８４６３７１－８４６３ ・・・・ 片岡呉服店片岡呉服店片岡呉服店片岡呉服店 ７１－０１７５７１－０１７５７１－０１７５７１－０１７５ ・・・・ 杉山精肉店杉山精肉店杉山精肉店杉山精肉店 ７２－０２９８７２－０２９８７２－０２９８７２－０２９８
・・・・ みやびきものみやびきものみやびきものみやびきもの ７２－２９９２７２－２９９２７２－２９９２７２－２９９２ ・・・・ 久保屋酒店久保屋酒店久保屋酒店久保屋酒店 ７１－０４３７７１－０４３７７１－０４３７７１－０４３７ ・・・・ ﾄｰﾀﾙﾌｧｯｼｮﾝ ソガﾄｰﾀﾙﾌｧｯｼｮﾝ ソガﾄｰﾀﾙﾌｧｯｼｮﾝ ソガﾄｰﾀﾙﾌｧｯｼｮﾝ ソガ ７１－０３５２７１－０３５２７１－０３５２７１－０３５２
・・・・ 高田クリーニング店高田クリーニング店高田クリーニング店高田クリーニング店 ７１－０３４７７１－０３４７７１－０３４７７１－０３４７ ・・・・ クワハラクワハラクワハラクワハラ ７１－０４６０７１－０４６０７１－０４６０７１－０４６０ ・・・・ 野谷写真館本店野谷写真館本店野谷写真館本店野谷写真館本店 ７２－０００４７２－０００４７２－０００４７２－０００４
・・・・ カーセールカーセールカーセールカーセール　サンタス　サンタス　サンタス　サンタス ７１－９０９９７１－９０９９７１－９０９９７１－９０９９ ・・・・ 薬局こしお双宝堂薬局こしお双宝堂薬局こしお双宝堂薬局こしお双宝堂 ７１－０３１３７１－０３１３７１－０３１３７１－０３１３ ・・・・ 松田屋靴店松田屋靴店松田屋靴店松田屋靴店 ７１－０２３３７１－０２３３７１－０２３３７１－０２３３

・・・・ さいとう薬局さいとう薬局さいとう薬局さいとう薬局 ７１－００６２７１－００６２７１－００６２７１－００６２ ・・・・ 豆友豆友豆友豆友 ７１－０３７６７１－０３７６７１－０３７６７１－０３７６
・・・・ 栄屋商店栄屋商店栄屋商店栄屋商店 ７１－０１００７１－０１００７１－０１００７１－０１００ ・・・・ 和田萬和田萬和田萬和田萬 ７１－００４０７１－００４０７１－００４０７１－００４０
・・・・ さかもとさかもとさかもとさかもと ７１－０４２１７１－０４２１７１－０４２１７１－０４２１ ・・・・ おしゃＲＡＫＵコスメおしゃＲＡＫＵコスメおしゃＲＡＫＵコスメおしゃＲＡＫＵコスメいわほりいわほりいわほりいわほり ７１－００４２７１－００４２７１－００４２７１－００４２

・・・・ 大杉屋酒店大杉屋酒店大杉屋酒店大杉屋酒店 ７１－８３６７７１－８３６７７１－８３６７７１－８３６７ ・・・・ シスター美容室シスター美容室シスター美容室シスター美容室 ７１－１７９３７１－１７９３７１－１７９３７１－１７９３ ・・・・ 柏屋柏屋柏屋柏屋 ７１－１２０４７１－１２０４７１－１２０４７１－１２０４
・・・・ 魚のまつもと魚のまつもと魚のまつもと魚のまつもと ７２－４０３３７２－４０３３７２－４０３３７２－４０３３ ・・・・ 清水肉店清水肉店清水肉店清水肉店 ７１－０４０１７１－０４０１７１－０４０１７１－０４０１ ・・・・ 森川理容館森川理容館森川理容館森川理容館 ７１－００２３７１－００２３７１－００２３７１－００２３
・・・・ さくらかでんさくらかでんさくらかでんさくらかでん ７１－１２１９７１－１２１９７１－１２１９７１－１２１９ ・・・・ 写真のあだち写真のあだち写真のあだち写真のあだち ７１－２２２５７１－２２２５７１－２２２５７１－２２２５
・・・・ 二宮調剤サンワ薬局二宮調剤サンワ薬局二宮調剤サンワ薬局二宮調剤サンワ薬局 ７１－８２７３７１－８２７３７１－８２７３７１－８２７３ ・・・・ 武市時計店武市時計店武市時計店武市時計店 ７１－０５１１７１－０５１１７１－０５１１７１－０５１１
・・・・ ジョジョアネックスジョジョアネックスジョジョアネックスジョジョアネックス ７１－８４６２７１－８４６２７１－８４６２７１－８４６２ ・・・・ 中西茶店中西茶店中西茶店中西茶店 ７１－０８１０７１－０８１０７１－０８１０７１－０８１０
・・・・ 花咲花咲花咲花咲 ７０－３１２１７０－３１２１７０－３１２１７０－３１２１ ・・・・ 西山商店西山商店西山商店西山商店 ７１－０３７０７１－０３７０７１－０３７０７１－０３７０
・・・・ ベーカリー　みるくベーカリー　みるくベーカリー　みるくベーカリー　みるく ７１－８０３６７１－８０３６７１－８０３６７１－８０３６ ・・・・ ノザキ洋品店ノザキ洋品店ノザキ洋品店ノザキ洋品店 ７１－０４７３７１－０４７３７１－０４７３７１－０４７３ ・・・・ おはな薬局おはな薬局おはな薬局おはな薬局 ７１－７０６５７１－７０６５７１－７０６５７１－７０６５
・・・・ 理容サイダ理容サイダ理容サイダ理容サイダ ７１－８０６６７１－８０６６７１－８０６６７１－８０６６ ・・・・ 野原量蔵商店野原量蔵商店野原量蔵商店野原量蔵商店 ７１－０１５８７１－０１５８７１－０１５８７１－０１５８ ・・・・ サカエフォートサカエフォートサカエフォートサカエフォート ７２－０８０２７２－０８０２７２－０８０２７２－０８０２

・・・・ 原鉄ふとん店原鉄ふとん店原鉄ふとん店原鉄ふとん店 ７１－０４３８７１－０４３８７１－０４３８７１－０４３８ ・・・・ 田辺田辺田辺田辺 ７１－０１６８７１－０１６８７１－０１６８７１－０１６８
・・・・ お米の原徳お米の原徳お米の原徳お米の原徳 ７２－２２１１７２－２２１１７２－２２１１７２－２２１１ ・・・・ 中村屋酒店中村屋酒店中村屋酒店中村屋酒店 ７１－０３３７７１－０３３７７１－０３３７７１－０３３７
・・・・ 平塚ストアー平塚ストアー平塚ストアー平塚ストアー ７１－１０６３７１－１０６３７１－１０６３７１－１０６３ ・・・・ 原香栄堂原香栄堂原香栄堂原香栄堂 ７２－３４５２７２－３４５２７２－３４５２７２－３４５２

・・・・ あやとりあやとりあやとりあやとり ７１－８８２３７１－８８２３７１－８８２３７１－８８２３ ・・・・ フェアリーテールフェアリーテールフェアリーテールフェアリーテール ７３－２２４７７３－２２４７７３－２２４７７３－２２４７ ・・・・ 伊勢治書店伊勢治書店伊勢治書店伊勢治書店 ７２－１２３３７２－１２３３７２－１２３３７２－１２３３
・・・・ ヴェルテスヴェルテスヴェルテスヴェルテス ７２－６１５０７２－６１５０７２－６１５０７２－６１５０ ・・・・ 平安薬局平安薬局平安薬局平安薬局 ７３－０９８７７３－０９８７７３－０９８７７３－０９８７ ・・・・ にのみやフルーツにのみやフルーツにのみやフルーツにのみやフルーツ ７１－３５３０７１－３５３０７１－３５３０７１－３５３０
・・・・ 魚三支店魚三支店魚三支店魚三支店 ７１－１５１８７１－１５１８７１－１５１８７１－１５１８ ・・・・ 松栄青果店松栄青果店松栄青果店松栄青果店 ７１－０１１３７１－０１１３７１－０１１３７１－０１１３ ・・・・ 京の味　圓山京の味　圓山京の味　圓山京の味　圓山 ７１－４９１９７１－４９１９７１－４９１９７１－４９１９
・・・・ 魚松水産魚松水産魚松水産魚松水産 ７１－２６８６７１－２６８６７１－２６８６７１－２６８６ ・・・・ マツモトマツモトマツモトマツモト ７１－０５２１７１－０５２１７１－０５２１７１－０５２１ 　
・・・・ 杉本モーターサイクル杉本モーターサイクル杉本モーターサイクル杉本モーターサイクル ７２－２６２６７２－２６２６７２－２６２６７２－２６２６ ・・・・ 松本庵松本庵松本庵松本庵 ７１－００７９７１－００７９７１－００７９７１－００７９

ジョイカードギフト券　取扱店ジョイカードギフト券　取扱店ジョイカードギフト券　取扱店ジョイカードギフト券　取扱店

北口通り北口通り北口通り北口通り 中央通り中央通り中央通り中央通り一色一色一色一色

百合が丘百合が丘百合が丘百合が丘

中里中里中里中里

南口駅前南口駅前南口駅前南口駅前

・・・・ 杉本モーターサイクル杉本モーターサイクル杉本モーターサイクル杉本モーターサイクル ７２－２６２６７２－２６２６７２－２６２６７２－２６２６ ・・・・ 松本庵松本庵松本庵松本庵 ７１－００７９７１－００７９７１－００７９７１－００７９
・・・・ すずらん寝装店すずらん寝装店すずらん寝装店すずらん寝装店 ７１－２２８４７１－２２８４７１－２２８４７１－２２８４ ・・・・ 丸山理容店丸山理容店丸山理容店丸山理容店 ７１－１６５８７１－１６５８７１－１６５８７１－１６５８
・・・・ 玉城自動車玉城自動車玉城自動車玉城自動車 ７１－１６６９７１－１６６９７１－１６６９７１－１６６９ ・・・・ もめん屋もめん屋もめん屋もめん屋 ７１－０４９２７１－０４９２７１－０４９２７１－０４９２
・・・・ 原青果店原青果店原青果店原青果店 ７２－０７１５７２－０７１５７２－０７１５７２－０７１５ ・・・・ ゆめむすびゆめむすびゆめむすびゆめむすび ７２－５７５７７２－５７５７７２－５７５７７２－５７５７ ・・・・ 伊勢綿ふとん店伊勢綿ふとん店伊勢綿ふとん店伊勢綿ふとん店 ７１－０８４０７１－０８４０７１－０８４０７１－０８４０
・・・・ ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ マツバﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ マツバﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ マツバﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ マツバ ７１－２８８８７１－２８８８７１－２８８８７１－２８８８ ・・・・ 吉田屋吉田屋吉田屋吉田屋 ７１－０３２１７１－０３２１７１－０３２１７１－０３２１ ・・・・ 江川酒店江川酒店江川酒店江川酒店 ７２－０８００７２－０８００７２－０８００７２－０８００

・・・・ 吉見時計店吉見時計店吉見時計店吉見時計店 ７１－１１５９７１－１１５９７１－１１５９７１－１１５９ ・・・・ 川岸屋川岸屋川岸屋川岸屋 ７１－０８５３７１－０８５３７１－０８５３７１－０８５３
・・・・ 渡邉商店渡邉商店渡邉商店渡邉商店 ７１－００１８７１－００１８７１－００１８７１－００１８ ・・・・ 川口商店川口商店川口商店川口商店 ７１－１２３０７１－１２３０７１－１２３０７１－１２３０

　 ・・・・ ひかり堂  ＬＡＢひかり堂  ＬＡＢひかり堂  ＬＡＢひかり堂  ＬＡＢ ７２－０８６３７２－０８６３７２－０８６３７２－０８６３ ・・・・ すぎ商店すぎ商店すぎ商店すぎ商店 ７１－１３１１７１－１３１１７１－１３１１７１－１３１１
・・・・ 原酒店原酒店原酒店原酒店 ７２－４３０８７２－４３０８７２－４３０８７２－４３０８ ・・・・ 三河屋豆腐店三河屋豆腐店三河屋豆腐店三河屋豆腐店 ７１－０５６３７１－０５６３７１－０５６３７１－０５６３
・・・・ フジノ電器商会フジノ電器商会フジノ電器商会フジノ電器商会 ７２－３４５３７２－３４５３７２－３４５３７２－３４５３ ・・・・ 宮清宮清宮清宮清 ７３－０２９８７３－０２９８７３－０２９８７３－０２９８

・・・・ 森酒店森酒店森酒店森酒店 ７１－００２９７１－００２９７１－００２９７１－００２９
・・・・ ワキドライワキドライワキドライワキドライ ７２－１２２１７２－１２２１７２－１２２１７２－１２２１

　 　　　　　　 ・・・・ 石田屋酒店石田屋酒店石田屋酒店石田屋酒店 ７１－０３５７７１－０３５７７１－０３５７７１－０３５７ ・・・・ にしけんにしけんにしけんにしけん ７１－２３２３７１－２３２３７１－２３２３７１－２３２３
・・・・ 魚三商店魚三商店魚三商店魚三商店 ７１－００２６７１－００２６７１－００２６７１－００２６ ・・・・ イチカワイチカワイチカワイチカワ ７１－０１６５７１－０１６５７１－０１６５７１－０１６５ ・・・・ 松本テレビ商会松本テレビ商会松本テレビ商会松本テレビ商会 ７１－０３６６７１－０３６６７１－０３６６７１－０３６６
・・・・ 大石園茶舗大石園茶舗大石園茶舗大石園茶舗 ７１－０４３１７１－０４３１７１－０４３１７１－０４３１ ・・・・ 越文越文越文越文 ７１－０５２６７１－０５２６７１－０５２６７１－０５２６ ・・・・ せんべいのわたなべせんべいのわたなべせんべいのわたなべせんべいのわたなべ ７３－１６６０７３－１６６０７３－１６６０７３－１６６０
・・・・ 米福商店米福商店米福商店米福商店 ７１－０４２０７１－０４２０７１－０４２０７１－０４２０ ・・・・ 越文鮮魚店越文鮮魚店越文鮮魚店越文鮮魚店 ７２－５１５１７２－５１５１７２－５１５１７２－５１５１
・・・・ 田中屋田中屋田中屋田中屋 ７１－０３２３７１－０３２３７１－０３２３７１－０３２３ ・・・・ 添田商店添田商店添田商店添田商店 ７１－０４５１７１－０４５１７１－０４５１７１－０４５１
・・・・ ハマイムセンハマイムセンハマイムセンハマイムセン ７１－１０４７７１－１０４７７１－１０４７７１－１０４７ ・・・・ 高橋精肉店高橋精肉店高橋精肉店高橋精肉店 ７１－０５０４７１－０５０４７１－０５０４７１－０５０４
・・・・ 美容室ラベンダー美容室ラベンダー美容室ラベンダー美容室ラベンダー ７３－０５２８７３－０５２８７３－０５２８７３－０５２８ ・・・・ はふや洋品店はふや洋品店はふや洋品店はふや洋品店 ７１－０３４０７１－０３４０７１－０３４０７１－０３４０
・・・・ サロン・ド・笑サロン・ド・笑サロン・ド・笑サロン・ド・笑 ７２－４１７７７２－４１７７７２－４１７７７２－４１７７ ・・・・ 八百万八百万八百万八百万 ７１－１５９４７１－１５９４７１－１５９４７１－１５９４ ・・・・ 大和大和大和大和 ６１－０５２２６１－０５２２６１－０５２２６１－０５２２
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