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. 洋風ダイニングバー町家バル 河崎2-17-23 0596-20-1186

梅谷電器 旭町354-2 0596-24-9293 株式会社　オフィスサイトナイン 古市町233　メゾン倉田山1FB 090-4186-5344

パティスリー・ラ・リシュテール 旭町75-2　Ｍ’ｓビル1F 0596-26-1888 アルチザンブランジュリーゼンゾー 楠部町202-23 0596-27-2258 旬彩居酒屋　古市つぼ銀 古市町59 0596-64-8139

伊勢度会調剤薬局 楠部町3039 0596-26-2131

フリートライン 朝熊町2687-2 0596-28-2262 Ancient Age 本町18-22　コミュニティビル1F 0596-26-1661

くすき調剤薬局 小木町471－1 0596-35-0090 清水花店 本町15-28 0596-28-3676

BLU　SCURO 一志町2-30 0596-63-9595 ステップ21いせ 本町12-6 0596-24-5500

センプリチェ 神田久志本町834-1 0596-23-6372

AHL 一之木2-2-25 090-6604-0596 花の詩 神田久志本町1771-1 0596-26-1100 Chou chou 前山町1387-1 090-2269-4040

あかだま寿司 一之木2-2-18 0596-24-4014

アズマ 一之木1-2-3 0596-28-2439 ニコマート 桜木町147-1 0596-22-2730 誠実屋 馬瀬町737-1 0596-36-2453

un mitsugu. 一之木2-1-23 0596-28-2841

居酒場cozaru 一之木2-3-5 0596-64-8999 漣　伊勢店 神久3-5-55　ホテルキャッスルイン伊勢1F 0596-29-3373 新割烹　柚子 御薗町長屋1983-1 0596-27-1754

酒蔵たら福 一之木3-8-16 0596-28-7423 有限会社　東海自工 神久3-1-39 0596-23-2828 ビストロ　クレメ 御薗町新開64-4 0596-63-9080

イスズ洋行 一之木2-3-1 0596-23-1011 ぼてこ伊勢みその店 御薗町長屋2161-1 0596-28-2909

イスズ洋行　イクシーズ店 一之木2-2-20 0596-23-3455 伊藤茶舗 曽祢1-2-19 0596-24-7812 ランコントレ千代 御薗町高向808-2 0596-28-4823

キッチン　コイシ 一之木2-10-1 0596-28-5128 おく宗 曽祢1-14-21 0596-21-0088

知歩里 一之木2-11-9 0596-29-5503 串一 曽祢2-11-5 0596-24-5295 ATTRACT 宮後1-6-35 0596-26-3150

辻村クリーニング店 一之木1-11-18 0596-28-4314 くすりの協生 曽祢1-1-7 0596-28-5541 天野園芸 宮後2-2-14 0596-28-2441

能代 一之木2-12-11 0596-22-3804 ダイコクヤ 曽祢1-12-19 0596-28-3460 AMAMILIVING 宮後1-7-37 0596-63-9888

呑み食い処 薩摩 一之木4-2-39 0596-25-5861 はやしフラワーズ 曽祢1-8-1 0596-25-5022 オカザワデンキサービス 宮後1-8-25 0596-23-2255

メガネの山中 一之木2-4-8 0596-28-2702 理容まとば 曽祢1-1-11 0596-28-5577 カラオケDEゴー 宮後2-22-15 0596-29-2226

モリグチ洋装店 一之木2-4-2 0596-28-4502 株式会社　球友堂 宮後1-1-28 0596-28-0950

ペーパープラザいせ 竹ヶ鼻町297-1 0596-63-8800 精肉めし勇 宮後1-7-36 0596-24-2983

い～菜食堂　伊勢市役所店 岩渕1-7-29　伊勢市役所内 0596-23-1111 千巻印刷産業　株式会社 宮後2-9-41 0596-26-0101

い～菜食堂　伊勢店 岩渕3-5-3 株式会社　貫じん堂 通町45-1 0596-26-2088 月の雫 宮後1-9-29　1F 0596-22-2520

ご飯や。らいおん 岩渕2-7-35 0596-67-6454 二代目　金星 宮後1-7-39　サウスアイランドビル1F 0596-20-8100

有限会社 ねぼけや 岩渕1-13-19 0596-28-4269 木下茶園　浦の橋店 常磐2-2-13 0596-24-6747 船元直送居酒屋　満船屋 宮後1-7-40　かどやビル1F 0596-25-0008

はしもと靴店 岩渕1-12-15 0596-24-4517 中幸青果 常磐2-6-21 0596-28-2305 FLAVOR 宮後1-6-33 0596-26-2338

明倫宮下青果 株式会社 岩渕1-13-35 0596-28-4515 ベーカリーショップトム 常磐2-1-11 0596-23-5255 LUNETTA 宮後2-1-17　ヒシダビル2　1F 0596-63-8810

株式会社 YAMADA 岩渕1-16-11 0596-24-3131 リビングセンターヤマカワ 常磐2-6-27 0596-25-3200

和洋菓子　おぐら 常磐1-5-13 0596-28-5610 居酒屋　都吉 宮町2-4-10 0596-29-2441

内宮前　宇治園 宇治今在家町47 0596-23-0764 綿重商店 常磐1-1-4 0596-28-2478 奥文旅館 宮町1-9-49 0596-28-2231

酒のあおき 宮町2-2-1 0596-28-2979

人力車にじいろ 宇治浦田1-22-5　 090-5365-7746 One G's 中須町870 0596-28-1212 鈴木化粧品店 宮町1-4-13 0596-28-5648

ホームカフェ　おかだ 宮町1-4-12 0596-28-8098

ヘアー＆ブライダルいすず本店 浦口2-16-21 0596-28-5809 南勢オートリース　株式会社 東大淀町17-6 0596-37-4499 美美　かつた 宮町2-4-4 0596-25-0077

有限会社 丸京家具 浦口2-4-22 0596-23-0676 宮町生花センター 宮町2-1-1 0596-23-0660

足立スタンプ 吹上1-4-7 0596-24-3533

株式会社　京藤呉服店 大世古2-1-23 0596-25-1151 笠井電気店 吹上2-1-4 0596-28-6954 藤原屋 村松町1379-59 0596-38-1173

SUNSPIRIT 大世古2-1-17 0596-23-1712 野むら製菓舗 吹上2-4-12 0596-28-4077 foret bois 村松町1363-35 0596-37-6860

Bar ALLEY 大世古2-4-20　アミビル3F 0596-27-1300 張り込み8 吹上1-4-8 0596-28-8988

三崎屋ガラス家具センター 大世古2-2-12 0596-25-8484 MONSIEUR　CLUB 吹上1-3-14　神都ビル1F 070-1634-0820 ファッションあき 倭町17-13 0596-28-3284

和食処　魚勘 大世古2-4-7 0596-24-3017

長光花園 二俣2-6-38 0596-25-8783 彩電館チヨダ 八日市場町1-25 0596-28-7138

うな嘉 岡本3-17-5 0596-28-3358 松田青果センター 二俣1-7-16 0596-28-4087

アルチザンブランジュリーゼンソー小俣店 小俣町湯田896-1 0596-27-2258 五十鈴真珠 二見町江580 0596-43-3456

浦九 小俣町湯田198-1 090-2133-1862 五十鈴勢語庵 二見町茶屋569-35 0596-42-1212

Tom　Fool 小俣町元町608-3 0596-34-1095 かどふさ物産店 二見町茶屋516-2 0596-43-2231

橋本自動車工業 小俣町湯田976-4 0596-28-8938 菊一文字　プラザ店 二見町江580 0596-43-4498

パセプション 小俣町元町18 0596-37-7112 菊一文字則宗　本店 二見町茶屋261 0596-43-2116

さらさ廣 二見町茶屋537-20　リゾートイン二見1F 0596-43-1717

AUTOサービスKIDA 鹿海町655-1 0596-27-8111 松風軒 二見町茶屋249 0596-43-2134

中華飯店ワスケ 二見町溝口225-5 0596-42-1257

さかくら 河崎1-6-26 0596-24-9619 中伝商店 二見町今一色111 0596-43-2439

シラセ本店 河崎1-4-31 0596-25-7590

ダイニング＆バー　フラテッロ 河崎2-10-4 0596-27-0057 愛陽家電 船江3-20-71 0596-36-5018
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