
キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

①固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年8月21日　現在

※9月中に地図上に掲載予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

61,051 新潟県 湯沢町 ホテルシャーレゆざわ銀水 サービス 宿泊業 5%

61,052 新潟県 湯沢町 焼　牛 サービス 飲食業 5%

61,053 新潟県 湯沢町 有限会社富士見屋酒店 小売業 その他小売 5%

61,054 新潟県 湯沢町 ユートピア苗場 サービス その他サービス 5%

61,055 新潟県 湯沢町 湯沢グランドホテル サービス 宿泊業 5%

61,056 新潟県 湯沢町 湯沢　玉城屋 サービス 宿泊業 5%

61,057 新潟県 湯沢町 湯沢　玉城屋 サービス 宿泊業 5%

61,058 新潟県 湯沢町 湯沢中里スキー場駅前リフト券売り場 サービス その他サービス 5%

61,059 新潟県 湯沢町 湯沢中里スキー場　スキーセンター１Ｆレンタル サービス その他サービス 5%

61,060 新潟県 湯沢町 湯沢中里スキー場　スキーセンター３Ｆ売店 サービス その他サービス 5%

61,061 新潟県 湯沢町 湯沢中里スキー場第３ロマンス前リフト券売 サービス その他サービス 5%

61,062 新潟県 湯沢町 湯沢中里スキー場　中央レンタル店 サービス その他サービス 5%

61,063 新潟県 湯沢町 湯沢中里スキー場　ＶＯＬＣＯＭ サービス その他サービス 5%

61,064 新潟県 湯沢町 湯沢中里スノーリゾート中里スキー学校 サービス その他サービス 5%

61,065 新潟県 湯沢町 湯元眺望閣　湯居間蔵 サービス 宿泊業 5%

61,066 新潟県 湯沢町 ロッヂ政エ門 サービス 宿泊業 5%

61,067 富山県 朝日町 朝日インタ－ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,068 富山県 朝日町 出光朝日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,069 富山県 朝日町 出光朝日国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,070 富山県 朝日町 黒東タクシー　６０１号 サービス その他サービス 5%

61,071 富山県 朝日町 電化ショップしみず　電化ショップしみず 小売業 電化製品 5%

61,072 富山県 朝日町 セブン－イレブン富山朝日町月山店 小売業 食料品 2%

61,073 富山県 朝日町 坂東電器 小売業 電化製品 5%

61,074 富山県 朝日町 堀川オートサービス サービス その他サービス 5%

61,075 富山県 朝日町 堀川オートサービス 小売業 その他小売 5%

61,076 富山県 射水市 アイビー動物病院 サービス その他サービス 5%

61,077 富山県 射水市 秋吉　太閤山店 サービス 飲食業 5%

61,078 富山県 射水市 イソヤ接骨院　イソヤ接骨院 その他業種 ー 5%

61,079 富山県 射水市 出光大島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,080 富山県 射水市 出光大島企業団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,081 富山県 射水市 出光白石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,082 富山県 射水市 出光新湊バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,083 富山県 射水市 出光作道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,084 富山県 射水市 セブン－イレブン射水小杉インター店 小売業 食料品 2%

61,085 富山県 射水市 セブン－イレブン射水太閤山東店 小売業 食料品 2%

61,086 富山県 射水市 セブン－イレブン射水作道店 小売業 食料品 2%

61,087 富山県 射水市 セブン－イレブン射水ひばり店 小売業 食料品 2%

61,088 富山県 射水市 セブン－イレブン射水ひばり元町店 小売業 食料品 2%

61,089 富山県 射水市 セブン－イレブン射水広上店 小売業 食料品 2%

61,090 富山県 射水市 セブン－イレブン射水八塚店 小売業 食料品 2%

61,091 富山県 射水市 セブン－イレブン射水鷲塚店 小売業 食料品 2%

61,092 富山県 射水市 魚源 小売業 食料品 5%

61,093 富山県 射水市 エスポワール大門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,094 富山県 射水市 エスポワール大門 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,095 富山県 射水市 エスポワール大島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,096 富山県 射水市 ＥｎｅＪｅｔ太閤山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,097 富山県 射水市 大島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,098 富山県 射水市 オカノ自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

61,099 富山県 射水市 オネスト小杉　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,100 富山県 射水市 笠井電機錦町店 小売業 電化製品 5%
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61,101 富山県 射水市 菓子処あん 小売業 食料品 5%

61,102 富山県 射水市 ガラスのピラミッド その他業種 ー 5%

61,103 富山県 射水市 グローヴ サービス 理容・美容業 5%

61,104 富山県 射水市 こえだでんき 小売業 電化製品 5%

61,105 富山県 射水市 ここから サービス その他サービス 5%

61,106 富山県 射水市 小杉光電社 小売業 電化製品 5%

61,107 富山県 射水市 小杉光電社太閤山店 小売業 電化製品 5%

61,108 富山県 射水市 菜香 サービス 飲食業 5%

61,109 富山県 射水市 Ｓａｙａ　射水店 サービス 理容・美容業 5%

61,110 富山県 射水市 ジョイフルシマヤ小杉店 小売業 食料品 5%

61,111 富山県 射水市 翔叶 サービス 飲食業 5%

61,112 富山県 射水市 新港の森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,113 富山県 射水市 有限会社シンプロ 小売業 その他小売 5%

61,114 富山県 射水市 新湊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,115 富山県 射水市 新村電化 小売業 電化製品 5%

61,116 富山県 射水市 太閤山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,117 富山県 射水市 大門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,118 富山県 射水市 大門タクシー ５０１号 サービス その他サービス 5%

61,119 富山県 射水市 ＣＨＡＳＥ　Ｇｙｍ サービス その他サービス 5%

61,120 富山県 射水市 ツインカムさわはし 小売業 電化製品 5%

61,121 富山県 射水市 作道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,122 富山県 射水市 トータルビューティハウス　ミヤラビ　Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｈｏｕｓｅ　ｍｉｙａｒａｂｉ サービス 理容・美容業 5%

61,123 富山県 射水市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅくろかわ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,124 富山県 射水市 床屋　ＨＯＭＥ?ＢＡＳＥ サービス 理容・美容業 5%

61,125 富山県 射水市 戸田電化 小売業 電化製品 5%

61,126 富山県 射水市 利波電機商会 小売業 電化製品 5%

61,127 富山県 射水市 中谷小杉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,128 富山県 射水市 株式会社中村燃料商店　大島事業所 小売業 その他小売 5%

61,129 富山県 射水市 日本海産商株式会社富山営業所 小売業 その他小売 5%

61,130 富山県 射水市 Ｎ．ＩＮＧ．かもの 小売業 電化製品 5%

61,131 富山県 射水市 ネイル＆カラーサロンステラ サービス 理容・美容業 5%

61,132 富山県 射水市 ｂａｒｂｅｒＬａｍｐ サービス 理容・美容業 5%

61,133 富山県 射水市 ８番らーめん小杉店 サービス 飲食業 2%

61,134 富山県 射水市 ８番らーめん新湊店 サービス 飲食業 2%

61,135 富山県 射水市 ８番らーめん太閤山店 サービス 飲食業 2%

61,136 富山県 射水市 パワープラスヘア サービス 理容・美容業 5%

61,137 富山県 射水市 ｆａｃｅ ｂｏｄｙ Ｒｅ Ａｎｔｏ サービス その他サービス 5%

61,138 富山県 射水市 ふわりカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

61,139 富山県 射水市 ヘアースタジオ　ミナミ サービス 理容・美容業 5%

61,140 富山県 射水市 ボディケア華 サービス その他サービス 5%

61,141 富山県 射水市 ポプラ小杉インター店 小売業 総合（非専門） 2%

61,142 富山県 射水市 マクドナルド大島イータウン前店 サービス 飲食業 2%

61,143 富山県 射水市 マクドナルド小杉アルプラザ店 サービス 飲食業 2%

61,144 富山県 射水市 丸昌昆布加工所 小売業 食料品 5%

61,145 富山県 射水市 メガネのハラダ　小杉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,146 富山県 射水市 モリナガ酒　釣具店 小売業 その他小売 5%

61,147 富山県 射水市 有限会社　小杉タクシー サービス その他サービス 5%

61,148 富山県 射水市 ＹＵＩＣＨＩＲＯ ＨＡＩＲＨＯＵＳＥ ＹＵＩＣＨＩＲＯ ＨＡＩＲＨＯＵＳＥ サービス 理容・美容業 5%

61,149 富山県 射水市 Ｒｏｌｄ ｐｏｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

61,150 富山県 魚津市 あいる あいる サービス その他サービス 5%
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61,151 富山県 魚津市 秋吉　小さか店 サービス 飲食業 5%

61,152 富山県 魚津市 イシサキデンキ 小売業 電化製品 5%

61,153 富山県 魚津市 出光魚津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,154 富山県 魚津市 魚津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,155 富山県 魚津市 魚津ＳＳ　有限会社山崎石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,156 富山県 魚津市 魚津東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,157 富山県 魚津市 富山石油株式会社魚津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,158 富山県 魚津市 セブン－イレブン魚津インター店 小売業 食料品 2%

61,159 富山県 魚津市 セブン－イレブン魚津江口店 小売業 食料品 2%

61,160 富山県 魚津市 セブン－イレブン魚津上村木店 小売業 食料品 2%

61,161 富山県 魚津市 セブン－イレブン魚津吉島２丁目店 小売業 食料品 2%

61,162 富山県 魚津市 セブン－イレブン魚津持光寺店 小売業 食料品 2%

61,163 富山県 魚津市 セブン－イレブン魚津釈迦堂１丁目店 小売業 食料品 2%

61,164 富山県 魚津市 魚津バイパス　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,165 富山県 魚津市 魚津東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,166 富山県 魚津市 牛島屋　魚津店 小売業 衣料品 5%

61,167 富山県 魚津市 お宿いけがみ サービス その他サービス 5%

61,168 富山県 魚津市 温野菜魚津店 サービス 飲食業 2%

61,169 富山県 魚津市 ｃａｆｅ　Ｒａｙ サービス 飲食業 5%

61,170 富山県 魚津市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋魚津吉島店 サービス 飲食業 2%

61,171 富山県 魚津市 北山鉱泉　元祖　仁右衞門家 サービス 宿泊業 5%

61,172 富山県 魚津市 株式会社工房ヤマセン辻佛檀 小売業 家具・調度品 5%

61,173 富山県 魚津市 米三魚津店 小売業 家具・調度品 5%

61,174 富山県 魚津市 酒場みやっち食堂 サービス 飲食業 5%

61,175 富山県 魚津市 Ｓａｌｏｎ　Ｆａｖｅｕｒ 小売業 電化製品 5%

61,176 富山県 魚津市 ｊａｎｅ　ｓ　ｖｉｎｔａｇｅ 小売業 衣料品 5%

61,177 富山県 魚津市 ジータ 小売業 衣料品 5%

61,178 富山県 魚津市 心月 サービス 理容・美容業 5%

61,179 富山県 魚津市 スカイホテル魚津 サービス 宿泊業 5%

61,180 富山県 魚津市 スカイホテル魚津アネックス サービス 宿泊業 5%

61,181 富山県 魚津市 スティルヘアー　ササキ サービス 理容・美容業 5%

61,182 富山県 魚津市 炭火焼肉　米沢亭　魚津店 サービス 飲食業 5%

61,183 富山県 魚津市 株　セントラル自動車 サービス その他サービス 5%

61,184 富山県 魚津市 太陽スポーツ　魚津店 小売業 その他小売 5%

61,185 富山県 魚津市 太陽スポーツ魚津店 小売業 その他小売 5%

61,186 富山県 魚津市 竹田電器商会 小売業 電化製品 5%

61,187 富山県 魚津市 太助鮨 サービス 飲食業 5%

61,188 富山県 魚津市 立山酒店　中央店 小売業 食料品 5%

61,189 富山県 魚津市 Ｄｅａｒ　Ｆｒｉｅｎｄｓ　モフモフ サービス 理容・美容業 5%

61,190 富山県 魚津市 富山ダイハツ販売魚津店 小売業 その他小売 5%

61,191 富山県 魚津市 ニュ－イングランド　たかしま 小売業 電化製品 5%

61,192 富山県 魚津市 人形のまきの家 小売業 家具・調度品 5%

61,193 富山県 魚津市 ネッツトヨタ富山魚津店 小売業 その他小売 5%

61,194 富山県 魚津市 ＰＡＲＱＳ　ｕｏｚｕ 小売業 衣料品 5%

61,195 富山県 魚津市 ＢＡＲＢＥＲ ＳＨＯＰ サービス 理容・美容業 5%

61,196 富山県 魚津市 ８番らーめん魚津店 サービス 飲食業 2%

61,197 富山県 魚津市 浜多屋　本店 サービス 飲食業 5%

61,198 富山県 魚津市 ｈａｍａｄａｙａＬＡＢＯ サービス 飲食業 5%

61,199 富山県 魚津市 ＰＡＲＡＤＩＳ サービス 理容・美容業 5%

61,200 富山県 魚津市 Ｐａｒａｄｅ魚津店 小売業 その他小売 5%
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61,201 富山県 魚津市 ピザテン・フォー　富山魚津店　２ サービス その他サービス 5%

61,202 富山県 魚津市 ＢＯＯＫ・ＯＦＦ魚津店 小売業 その他小売 2%

61,203 富山県 魚津市 ＢＯＯＫＳなかだ／ｏｆｆｉｃｅＶｏｘ魚津店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,204 富山県 魚津市 ＦＬＡＧＳＨＩＰ 小売業 衣料品 5%

61,205 富山県 魚津市 北陸補聴器センター魚津店 小売業 その他小売 5%

61,206 富山県 魚津市 マクドナルド魚津店 サービス 飲食業 2%

61,207 富山県 魚津市 まちかどイタリアンｆｒｏｎｔａｌｅ サービス 飲食業 5%

61,208 富山県 魚津市 宮本みそ店 小売業 総合（非専門） 5%

61,209 富山県 魚津市 メガネのハラダ　魚津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,210 富山県 魚津市 らーめん世界富山魚津店 サービス 飲食業 5%

61,211 富山県 魚津市 Ｌｕｘｕｒｙ　ｐｕｂ　杏ｓ サービス 飲食業 5%

61,212 富山県 魚津市 リカー　フーズ　キノシタ 小売業 食料品 5%

61,213 富山県 魚津市 Ｒｅ：Ｂｏｄｙ その他業種 ー 5%

61,214 富山県 小矢部市 秋吉　小矢部店 サービス 飲食業 5%

61,215 富山県 小矢部市 石尾電機商会 小売業 電化製品 5%

61,216 富山県 小矢部市 出光小矢部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,217 富山県 小矢部市 小矢部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,218 富山県 小矢部市 小矢部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,219 富山県 小矢部市 小矢部インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,220 富山県 小矢部市 オヤベエースＳＳ　アブラ商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,221 富山県 小矢部市 セブン－イレブン小矢部市役所前店 小売業 食料品 2%

61,222 富山県 小矢部市 セブン－イレブン小矢部芹川店 小売業 食料品 2%

61,223 富山県 小矢部市 セブン－イレブン小矢部津沢店 小売業 食料品 2%

61,224 富山県 小矢部市 Ｋｉｉｒａ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

61,225 富山県 小矢部市 三栄自動車　本社 小売業 その他小売 5%

61,226 富山県 小矢部市 ｓｔｕｄｉｏ－ｔａｏ 小売業 衣料品 5%

61,227 富山県 小矢部市 セルフ埴生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,228 富山県 小矢部市 滝乃荘 サービス 宿泊業 5%

61,229 富山県 小矢部市 多田自動車工業 サービス その他サービス 5%

61,230 富山県 小矢部市 津沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,231 富山県 小矢部市 有 殿山自動車 サービス その他サービス 5%

61,232 富山県 小矢部市 ニューイングランドおりた 小売業 電化製品 5%

61,233 富山県 小矢部市 ８番らーめん小矢部店 サービス 飲食業 2%

61,234 富山県 小矢部市 Ｍａｒｃａｓｓｉｎ サービス 飲食業 5%

61,235 富山県 小矢部市 むらにしでんき 小売業 電化製品 5%

61,236 富山県 小矢部市 （有）米永商会 小売業 その他小売 5%

61,237 富山県 上市町 株式会社おみでんき 小売業 電化製品 5%

61,238 富山県 上市町 金沢ジンズシ サービス 飲食業 5%

61,239 富山県 上市町 上市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,240 富山県 上市町 上市東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,241 富山県 上市町 クロポッケ サービス 飲食業 5%

61,242 富山県 上市町 ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ　ドカイ 小売業 その他小売 5%

61,243 富山県 上市町 三栄時計 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,244 富山県 上市町 三栄時計 パル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,245 富山県 上市町 ＳＨＯＥＳ＆ＢＡＧ　ヒライ 小売業 衣料品 5%

61,246 富山県 上市町 Ｈｅａｒｔ　Ｆｉｒｓｔ　ウイング 小売業 衣料品 5%

61,247 富山県 上市町 花マツ 小売業 その他小売 5%

61,248 富山県 上市町 ＶＩＳＩＯＮ　マツオカ 小売業 電化製品 5%

61,249 富山県 上市町 ふれあい元気市場つるぎ 小売業 総合（非専門） 5%

61,250 富山県 上市町 ポプラ上市広野店 小売業 総合（非専門） 2%
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61,251 富山県 上市町 ポプラ上市森尻店 小売業 総合（非専門） 2%

61,252 富山県 上市町 マクドナルド上市ガイナシティ店 サービス 飲食業 2%

61,253 富山県 上市町 森尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,254 富山県 上市町 ヤマソ商店 小売業 その他小売 5%

61,255 富山県 上市町 有限会社広野自動車 サービス その他サービス 5%

61,256 富山県 黒部市 浅野ヒッタ家具工業株式会社 小売業 家具・調度品 5%

61,257 富山県 黒部市 安達屋 サービス 飲食業 5%

61,258 富山県 黒部市 アロマ＆ヨガルブトン黒部スタジオ サービス その他サービス 5%

61,259 富山県 黒部市 囲酒家　八方 サービス 飲食業 5%

61,260 富山県 黒部市 石田マリーンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,261 富山県 黒部市 出光黒部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,262 富山県 黒部市 出光黒部インター前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,263 富山県 黒部市 江口自動車 サービス その他サービス 5%

61,264 富山県 黒部市 大越仏壇黒部店 小売業 家具・調度品 5%

61,265 富山県 黒部市 株式会社高岡商店 小売業 食料品 5%

61,266 富山県 黒部市 株式会社ニイカワポータル サービス その他サービス 5%

61,267 富山県 黒部市 黒部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,268 富山県 黒部市 黒部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,269 富山県 黒部市 黒部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,270 富山県 黒部市 黒部北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,271 富山県 黒部市 セブン－イレブン黒部沓掛店 小売業 食料品 2%

61,272 富山県 黒部市 セブン－イレブン黒部田家店 小売業 食料品 2%

61,273 富山県 黒部市 セブン－イレブン黒部堀切店 小売業 食料品 2%

61,274 富山県 黒部市 セブン－イレブン黒部牧野西店 小売業 食料品 2%

61,275 富山県 黒部市 セブン－イレブン黒部三日市店 小売業 食料品 2%

61,276 富山県 黒部市 桜井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,277 富山県 黒部市 桜井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,278 富山県 黒部市 サロン・ド・Ｓｕｇｉｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,279 富山県 黒部市 三渓社 サービス 運輸業 5%

61,280 富山県 黒部市 電化のオオツボ 小売業 電化製品 5%

61,281 富山県 黒部市 トヨタレンタリース富山黒部宇奈月温泉駅前店 サービス その他サービス 2%

61,282 富山県 黒部市 ハセガワ 小売業 電化製品 5%

61,283 富山県 黒部市 ８番らーめん黒部店 サービス 飲食業 2%

61,284 富山県 黒部市 パナタウンみやざき 小売業 電化製品 5%

61,285 富山県 黒部市 Ｐａｒａｄｅ黒部店 小売業 その他小売 5%

61,286 富山県 黒部市 ファリーヌ サービス 飲食業 5%

61,287 富山県 黒部市 ｆａｎｔａｓｉａ ｄｉ ＡＲＣＯ サービス 飲食業 5%

61,288 富山県 黒部市 フォーレモリ サービス その他サービス 5%

61,289 富山県 黒部市 ＢＯＯＫＳなかだ黒部店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,290 富山県 黒部市 Ｂｕｒｍａ－Ｓｈａｖｅ 小売業 衣料品 5%

61,291 富山県 黒部市 ボディーショップ　エス　クリエーターズ サービス その他サービス 5%

61,292 富山県 黒部市 ホテル黒部 サービス 宿泊業 5%

61,293 富山県 黒部市 ポプラ宇奈月温泉店 小売業 総合（非専門） 2%

61,294 富山県 黒部市 水の時計 小売業 食料品 5%

61,295 富山県 黒部市 メガネのハラダ黒部店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,296 富山県 黒部市 もみかる黒部店 サービス その他サービス 5%

61,297 富山県 黒部市 山谷書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,298 富山県 黒部市 有限会社花水木 小売業 その他小売 5%

61,299 富山県 黒部市 有　若林カーサービス サービス その他サービス 5%

61,300 富山県 高岡市 アートワークスタディオ・アン その他業種 ー 5%
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61,301 富山県 高岡市 アイルック７５３ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,302 富山県 高岡市 赤祖父ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,303 富山県 高岡市 秋吉　高岡駅前店 サービス 飲食業 5%

61,304 富山県 高岡市 ボディエステティックアクアオーラ高岡店 サービス 理容・美容業 5%

61,305 富山県 高岡市 アクセス 小売業 その他小売 5%

61,306 富山県 高岡市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｕｎａ富山高岡 サービス 理容・美容業 5%

61,307 富山県 高岡市 アトムデンキ 小売業 電化製品 5%

61,308 富山県 高岡市 ａｔｅｌｉｅｒ　ｅＭｕ 小売業 衣料品 5%

61,309 富山県 高岡市 雨晴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,310 富山県 高岡市 ＡＭＡＮＤＡ ＡＭＡＮＤＡ サービス 理容・美容業 5%

61,311 富山県 高岡市 アミング高岡店 小売業 その他小売 5%

61,312 富山県 高岡市 ＡＭＥＬＩＥ サービス 理容・美容業 5%

61,313 富山県 高岡市 ａｒＢｅｌｌｅｔ　ｏｆ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

61,314 富山県 高岡市 あんてぃーく凛 小売業 その他小売 5%

61,315 富山県 高岡市 居酒屋あじと 居酒屋あじと サービス 飲食業 5%

61,316 富山県 高岡市 居酒屋たかまさ サービス 飲食業 5%

61,317 富山県 高岡市 居酒屋まんまる サービス 飲食業 2%

61,318 富山県 高岡市 いそべ家具 小売業 家具・調度品 5%

61,319 富山県 高岡市 一文銭 サービス 飲食業 5%

61,320 富山県 高岡市 いっぽ堂 サービス 飲食業 5%

61,321 富山県 高岡市 出光一宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,322 富山県 高岡市 出光高岡インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,323 富山県 高岡市 出光伏木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,324 富山県 高岡市 出光二上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,325 富山県 高岡市 出光横田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,326 富山県 高岡市 衣料の髙島屋 小売業 衣料品 5%

61,327 富山県 高岡市 インド料理ガンディー サービス 飲食業 5%

61,328 富山県 高岡市 インド料理デリー　あわら店 サービス 飲食業 5%

61,329 富山県 高岡市 インド料理デリー　駅南店 サービス 飲食業 5%

61,330 富山県 高岡市 牛島屋　高岡店 小売業 衣料品 5%

61,331 富山県 高岡市 越中居酒屋かざくら　高岡大和前店 サービス 飲食業 5%

61,332 富山県 高岡市 江出の月本舗 志乃原 小売業 食料品 5%

61,333 富山県 高岡市 江畑自動車工業所 小売業 その他小売 5%

61,334 富山県 高岡市 えぶち菓子舗 小売業 食料品 5%

61,335 富山県 高岡市 荒井電機 小売業 電化製品 5%

61,336 富山県 高岡市 ＥＮＤＯＲ ＥＮＤＯＲ 小売業 衣料品 5%

61,337 富山県 高岡市 （株）大越仏壇　本店 小売業 家具・調度品 5%

61,338 富山県 高岡市 大野屋　大野屋 小売業 食料品 5%

61,339 富山県 高岡市 お好み焼きｒｕｒｕ サービス 飲食業 5%

61,340 富山県 高岡市 オータニ 小売業 家具・調度品 5%

61,341 富山県 高岡市 ｏｆｆｉｃｅＶｏｘ野村店 小売業 その他小売 5%

61,342 富山県 高岡市 雑貨屋　ｏｒａｃｈａ 小売業 衣料品 5%

61,343 富山県 高岡市 オリックスレンタカー新高岡駅前店 サービス その他サービス 2%

61,344 富山県 高岡市 カード高岡支店カード 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,345 富山県 高岡市 カットワークスタイチ サービス 理容・美容業 5%

61,346 富山県 高岡市 株式会社コンショク その他業種 ー 5%

61,347 富山県 高岡市 株式会社柴田漆器店 その他業種 ー 5%

61,348 富山県 高岡市 株）ヤナギヤ洋服店 小売業 衣料品 5%

61,349 富山県 高岡市 上四屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,350 富山県 高岡市 カルバン高岡店 小売業 その他小売 5%
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61,351 富山県 高岡市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋高岡横田本町店 サービス 飲食業 2%

61,352 富山県 高岡市 北島　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,353 富山県 高岡市 木谷サイクル 小売業 その他小売 5%

61,354 富山県 高岡市 キタノ商事 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,355 富山県 高岡市 九谷屋 小売業 その他小売 5%

61,356 富山県 高岡市 くぼつり具センター高岡店 小売業 その他小売 5%

61,357 富山県 高岡市 セブン－イレブンクルン高岡店 小売業 食料品 2%

61,358 富山県 高岡市 高福タイヤ商會 小売業 その他小売 5%

61,359 富山県 高岡市 ＣＯＭＰ・ＯＦＦ高岡鐘紡店 小売業 その他小売 5%

61,360 富山県 高岡市 ＣＯＭＰ・ＯＦＦ高岡西町店 小売業 その他小売 5%

61,361 富山県 高岡市 さかい自動車 サービス その他サービス 5%

61,362 富山県 高岡市 酒蔵　盛盛 サービス 飲食業 5%

61,363 富山県 高岡市 株式会社坂中商店 小売業 その他小売 5%

61,364 富山県 高岡市 シェラ優華 高岡 サービス 理容・美容業 5%

61,365 富山県 高岡市 自家焙煎珈琲　くらうん サービス 飲食業 5%

61,366 富山県 高岡市 しぶや整体院 サービス その他サービス 5%

61,367 富山県 高岡市 清水屋家具店 小売業 家具・調度品 5%

61,368 富山県 高岡市 ジョイカル 高岡福岡店 小売業 その他小売 5%

61,369 富山県 高岡市 高岡城東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,370 富山県 高岡市 白川屋酒店 小売業 食料品 5%

61,371 富山県 高岡市 新鮮市場高岡駅南店 小売業 食料品 5%

61,372 富山県 高岡市 新鮮市場ハンター福田店 小売業 食料品 5%

61,373 富山県 高岡市 新鮮市場四屋店 小売業 食料品 5%

61,374 富山県 高岡市 新鮮館せきもと 小売業 総合（非専門） 5%

61,375 富山県 高岡市 有限会社新湊タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

61,376 富山県 高岡市 スーパーほしば 小売業 総合（非専門） 5%

61,377 富山県 高岡市 スカイ源明 小売業 電化製品 5%

61,378 富山県 高岡市 すし貫 サービス 飲食業 5%

61,379 富山県 高岡市 すし食いねえ！高岡南店 サービス 飲食業 5%

61,380 富山県 高岡市 すしダイニング サービス 飲食業 5%

61,381 富山県 高岡市 炭火焼鳥ちゃーぶだい サービス 飲食業 5%

61,382 富山県 高岡市 セルフ高岡長慶寺ＳＳ　江幡石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,383 富山県 高岡市 セルフ　ワーキ志貴野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,384 富山県 高岡市 ソフトバンク 戸出 小売業 その他小売 5%

61,385 富山県 高岡市 醍醐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,386 富山県 高岡市 ダイナミックヤギヤＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,387 富山県 高岡市 ダイワ自動車 サービス その他サービス 5%

61,388 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡赤祖父店 小売業 食料品 2%

61,389 富山県 高岡市 高岡駅南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,390 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡駅南４丁目店 小売業 食料品 2%

61,391 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡佐野店 小売業 食料品 2%

61,392 富山県 高岡市 高岡支店 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,393 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡下麻生店 小売業 食料品 2%

61,394 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡下老子店 小売業 食料品 2%

61,395 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡城東店 小売業 食料品 2%

61,396 富山県 高岡市 高岡長慶寺ＳＳ　株式会社江幡石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,397 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡戸出狼店 小売業 食料品 2%

61,398 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡内免３丁目店 小売業 食料品 2%

61,399 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡中曽根店 小売業 食料品 2%

61,400 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡能町店 小売業 食料品 2%
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61,401 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡野村北店 小売業 食料品 2%

61,402 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡東海老坂店 小売業 食料品 2%

61,403 富山県 高岡市 高岡仏壇仏具センター 小売業 家具・調度品 5%

61,404 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡牧野大橋店 小売業 食料品 2%

61,405 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡米島店 小売業 食料品 2%

61,406 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡蓮花寺店 小売業 食料品 2%

61,407 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡六家店 小売業 食料品 2%

61,408 富山県 高岡市 タカハタ化粧品店 小売業 その他小売 5%

61,409 富山県 高岡市 タカバメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,410 富山県 高岡市 タカバメガネ　美幸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,411 富山県 高岡市 田子電機商会 小売業 電化製品 5%

61,412 富山県 高岡市 タナベ自動車 サービス その他サービス 5%

61,413 富山県 高岡市 ＣＨＡＰＴＥＲ 小売業 衣料品 5%

61,414 富山県 高岡市 ちゃんぽん亭総本家高岡江尻店 ちゃんぽん亭総本家高岡江尻店 サービス 飲食業 5%

61,415 富山県 高岡市 Ｄｅａｒ　ＯＡＳＩＳ サービス 理容・美容業 5%

61,416 富山県 高岡市 ＴＭコーポレーション富山　ＴＭコーポレーション富山 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,417 富山県 高岡市 Ｔ’ｓＨＡｉＲＩＮＡＧＡＫＩ サービス 理容・美容業 5%

61,418 富山県 高岡市 戸出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,419 富山県 高岡市 戸出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,420 富山県 高岡市 戸出タクシー ４０５号 サービス その他サービス 5%

61,421 富山県 高岡市 富山ダイハツ販売アクセル高岡店 小売業 その他小売 5%

61,422 富山県 高岡市 富山ダイハツ販売高岡店 小売業 その他小売 5%

61,423 富山県 高岡市 富山ダイハツ販売高岡南店 小売業 その他小売 5%

61,424 富山県 高岡市 トヨタレンタリース富山新高岡駅前店 サービス その他サービス 2%

61,425 富山県 高岡市 トヨタレンタリース富山高岡店 サービス その他サービス 2%

61,426 富山県 高岡市 ドライブショップカーライフ 小売業 その他小売 5%

61,427 富山県 高岡市 なかしまファミリーヘアーサロン サービス 理容・美容業 5%

61,428 富山県 高岡市 中田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,429 富山県 高岡市 株式会社中村燃料商店　高岡本社 小売業 その他小売 5%

61,430 富山県 高岡市 西高岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,431 富山県 高岡市 ｎｉｎｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

61,432 富山県 高岡市 日本海産商　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,433 富山県 高岡市 ニューイングランドあかし 小売業 電化製品 5%

61,434 富山県 高岡市 Ｎ．ＩＮＧ．きょうどう 小売業 電化製品 5%

61,435 富山県 高岡市 ニューイングランドうえの 小売業 電化製品 5%

61,436 富山県 高岡市 ニューイングランドくりもと 小売業 電化製品 5%

61,437 富山県 高岡市 ニューイングランド・しんや 小売業 電化製品 5%

61,438 富山県 高岡市 ニューイングランドなかよし 小売業 電化製品 5%

61,439 富山県 高岡市 ニュー高岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,440 富山県 高岡市 Ｎａｉｌ　Ｓｐａｃｅ　ＣＯＶＯ　Ｎａｉｌ　Ｓｐａｃｅ　ＣＯＶＯ サービス その他サービス 5%

61,441 富山県 高岡市 ネッツトヨタ富山高岡店 小売業 その他小売 5%

61,442 富山県 高岡市 ネッツトヨタ富山高岡西店 小売業 その他小売 5%

61,443 富山県 高岡市 野村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,444 富山県 高岡市 ハーブメロディ 小売業 食料品 5%

61,445 富山県 高岡市 ＢＩＣＹＣＬＥＬＡＮＤＭ－２ 小売業 その他小売 5%

61,446 富山県 高岡市 博労本町ＳＳ　中村石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,447 富山県 高岡市 ハスミ店 小売業 総合（非専門） 5%

61,448 富山県 高岡市 ８番らーめん赤祖父店 サービス 飲食業 2%

61,449 富山県 高岡市 ８番らーめん北島店 サービス 飲食業 2%

61,450 富山県 高岡市 ８番らーめん佐野店 サービス 飲食業 2%
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61,451 富山県 高岡市 ８番らーめん高岡熊野店 サービス 飲食業 2%

61,452 富山県 高岡市 ８番らーめん高岡万葉店 サービス 飲食業 2%

61,453 富山県 高岡市 ８番らーめん戸出店 サービス 飲食業 2%

61,454 富山県 高岡市 ８番らーめん中川店 サービス 飲食業 2%

61,455 富山県 高岡市 ハチロショップ 小売業 電化製品 5%

61,456 富山県 高岡市 ＨＡＰＰＹ ＤＩＮＮＩＮＧ ｊｏｉｅ サービス 飲食業 5%

61,457 富山県 高岡市 林 時計店 林時計店 小売業 その他小売 5%

61,458 富山県 高岡市 Ｐａｒａｄｅ高岡店 小売業 その他小売 5%

61,459 富山県 高岡市 美容室　Ｐｒｉｔｉ サービス 理容・美容業 5%

61,460 富山県 高岡市 美容室ちょっきん サービス 理容・美容業 5%

61,461 富山県 高岡市 ＦＩＸＥＲ 小売業 衣料品 5%

61,462 富山県 高岡市 フィッシュクラフト　マツモト 小売業 その他小売 5%

61,463 富山県 高岡市 フェルヴェール　本店 小売業 食料品 5%

61,464 富山県 高岡市 福岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,465 富山県 高岡市 伏木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,466 富山県 高岡市 二塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,467 富山県 高岡市 二塚サイクル 小売業 その他小売 5%

61,468 富山県 高岡市 ＢＯＯＫ・ＯＦＦ高岡鐘紡店 小売業 その他小売 2%

61,469 富山県 高岡市 ＢＯＯＫ・ＯＦＦ高岡西町店 小売業 その他小売 2%

61,470 富山県 高岡市 Ｂｌｏｏｍ サービス その他サービス 5%

61,471 富山県 高岡市 古村電機 小売業 電化製品 5%

61,472 富山県 高岡市 フレッシュ佐武 小売業 食料品 5%

61,473 富山県 高岡市 プロジェクトＫ サービス その他サービス 5%

61,474 富山県 高岡市 不破福寿堂 小売業 食料品 5%

61,475 富山県 高岡市 ヘアーサロンみずほ サービス 理容・美容業 5%

61,476 富山県 高岡市 ヘアーファクトリーＥ  ヘアーファクトリーＥ   イ ーダッシュ サービス 理容・美容業 5%

61,477 富山県 高岡市 べー ウエスト サービス 理容・美容業 5%

61,478 富山県 高岡市 弁慶鐘紡町店 小売業 衣料品 5%

61,479 富山県 高岡市 弁慶野村店 小売業 衣料品 5%

61,480 富山県 高岡市 北陸補聴器センター高岡店 小売業 その他小売 5%

61,481 富山県 高岡市 ホテルＫ＆Ｇ高岡 サービス 宿泊業 5%

61,482 富山県 高岡市 ポプラ戸出春日店 小売業 総合（非専門） 2%

61,483 富山県 高岡市 本社倉庫 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,484 富山県 高岡市 マクドナルドイオンモール高岡店 サービス 飲食業 2%

61,485 富山県 高岡市 マクドナルド１５６戸出店 サービス 飲食業 2%

61,486 富山県 高岡市 マクドナルド高岡駅南店 サービス 飲食業 2%

61,487 富山県 高岡市 マクドナルド高岡中曽根店 サービス 飲食業 2%

61,488 富山県 高岡市 マツイ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,489 富山県 高岡市 ＭＡＮＯＡｈａｉｒｓｔｕｄｉｏ サービス 理容・美容業 5%

61,490 富山県 高岡市 丸の内電機 小売業 電化製品 5%

61,491 富山県 高岡市 味喜寿し サービス 飲食業 5%

61,492 富山県 高岡市 道の駅　万葉の里高岡 その他業種 ー 5%

61,493 富山県 高岡市 宮腰 サービス その他サービス 5%

61,494 富山県 高岡市 宮田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,495 富山県 高岡市 ＭＥＩーＳＵＮ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

61,496 富山県 高岡市 メガネのハラダ　横田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,497 富山県 高岡市 メガネのハラダ　野村店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,498 富山県 高岡市 メガネのハラダ広小路店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,499 富山県 高岡市 Ｍｅｎ ｓｈａｉｒＤｅｓｉｇｎＯＳＨＩＭＡ Ｍｅｎ ｓｈａｉｒＤｅｓｉｇｎＯＳＨＩＭＡ サービス 理容・美容業 5%

61,500 富山県 高岡市 もみかる　高岡リラックス館 サービス 理容・美容業 5%
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61,501 富山県 高岡市 もみかる 高岡駅南店 サービス 理容・美容業 5%

61,502 富山県 高岡市 もみかる 高岡戸出店 サービス その他サービス 5%

61,503 富山県 高岡市 もみかる高岡駅南店 サービス 理容・美容業 5%

61,504 富山県 高岡市 もみかる高岡駅南リラックス館 サービス 理容・美容業 5%

61,505 富山県 高岡市 モメンタムファクトリー・オリイ 小売業 その他小売 5%

61,506 富山県 高岡市 山田電化設備 小売業 電化製品 5%

61,507 富山県 高岡市 山田電業 小売業 電化製品 5%

61,508 富山県 高岡市 有限会社コンフォート サービス その他サービス 5%

61,509 富山県 高岡市 有限会社高岡タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

61,510 富山県 高岡市 有限会社ホンゴウ商事　ベストワーク　ホンゴー 小売業 衣料品 5%

61,511 富山県 高岡市 高岡横田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,512 富山県 高岡市 横田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,513 富山県 高岡市 ＲＨＩＮＯ ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

61,514 富山県 高岡市 ＲＨＩＮＯＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

61,515 富山県 高岡市 Ｌａｔｔｉｃｅｗｏｒｋ　ＢＲＥＷＩＮＧ サービス 飲食業 5%

61,516 富山県 高岡市 株式会社リビック富山　高岡営業所 小売業 その他小売 5%

61,517 富山県 高岡市 ＲＩＶＥＲＯ サービス 理容・美容業 5%

61,518 富山県 高岡市 Ｒｏｌｄ　ｃｈｅｒｉ サービス 理容・美容業 5%

61,519 富山県 高岡市 ワーキ志貴野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,520 富山県 高岡市 若林電気株式会社 小売業 電化製品 5%

61,521 富山県 高岡市 和光商事株式会社 小売業 その他小売 5%

61,522 富山県 高岡市 ワコールショップパル 小売業 衣料品 5%

61,523 富山県 高岡市 和洋酒店清都 小売業 食料品 5%

61,524 富山県 立山町 出光有峰口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,525 富山県 立山町 岩峅寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,526 富山県 立山町 グリーンパーク吉峰 サービス 宿泊業 5%

61,527 富山県 立山町 剣山荘 サービス 宿泊業 5%

61,528 富山県 立山町 五百石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,529 富山県 立山町 ３ｒｄ ｅｙｅ ３ｒｄ ｅｙｅ サービス 理容・美容業 5%

61,530 富山県 立山町 Ｊ－Ｓｔｙｌｅ　富山立山店 サービス その他サービス 5%

61,531 富山県 立山町 シャンデール　来人喜人サロン 小売業 衣料品 5%

61,532 富山県 立山町 常願寺ゴルフ サービス その他サービス 5%

61,533 富山県 立山町 スーパーセンターシマヤ立山店 小売業 食料品 5%

61,534 富山県 立山町 生活彩家中越合金鋳工店 小売業 総合（非専門） 2%

61,535 富山県 立山町 立山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,536 富山県 立山町 立山あるぺん村 小売業 その他小売 5%

61,537 富山県 立山町 セブン－イレブン立山あるぺん村店 小売業 食料品 2%

61,538 富山県 立山町 セブン－イレブン立山インター店 小売業 食料品 2%

61,539 富山県 立山町 ニュ－立山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,540 富山県 立山町 ＨＯＲＩ美容室 サービス 理容・美容業 5%

61,541 富山県 立山町 本社倉庫 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,542 富山県 立山町 利田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,543 富山県 砺波市 秋吉　となみ店 サービス 飲食業 5%

61,544 富山県 砺波市 天野餅店 小売業 食料品 5%

61,545 富山県 砺波市 石焼ステーキ贅富山砺波店 サービス 飲食業 5%

61,546 富山県 砺波市 ヴァローレ庄川店 小売業 食料品 5%

61,547 富山県 砺波市 ヴァローレ砺波店 小売業 食料品 5%

61,548 富山県 砺波市 ＷＯＲＭＳ サービス 理容・美容業 5%

61,549 富山県 砺波市 ＥｎｅＪｅｔニュー砺波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,550 富山県 砺波市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋アピタ砺波店 サービス 飲食業 2%
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61,551 富山県 砺波市 きわみ?ｋｉｗａｍｉ? サービス 理容・美容業 5%

61,552 富山県 砺波市 窪田電気商会 小売業 電化製品 5%

61,553 富山県 砺波市 黒田鮮魚店 小売業 食料品 5%

61,554 富山県 砺波市 ここの音たこ楽 ここの音たこ楽 サービス 飲食業 5%

61,555 富山県 砺波市 ＳＵＮＴＲＩＣＫ サービス 飲食業 5%

61,556 富山県 砺波市 じゅん 小売業 その他小売 5%

61,557 富山県 砺波市 庄川温泉風流味道座敷ゆめつづり サービス 宿泊業 5%

61,558 富山県 砺波市 食・酒処ほたる サービス 飲食業 5%

61,559 富山県 砺波市 スーパーセンターシマヤ砺波店 小売業 食料品 5%

61,560 富山県 砺波市 スカイラボ その他業種 ー 5%

61,561 富山県 砺波市 スポーツキャプテン　砺波店 小売業 衣料品 5%

61,562 富山県 砺波市 スポーツキャプテン 小売業 その他小売 5%

61,563 富山県 砺波市 生活彩家ホスピタルヴァローレ店 小売業 総合（非専門） 2%

61,564 富山県 砺波市 千代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,565 富山県 砺波市 太陽スポーツ　砺波店 小売業 その他小売 5%

61,566 富山県 砺波市 太陽スポーツ　砺波店 小売業 その他小売 5%

61,567 富山県 砺波市 チュ－リップパ－ク　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,568 富山県 砺波市 Ｄｅａｒ ＮＥＸＵＳ Ｄｅａｒ ＮＥＸＵＳ サービス 理容・美容業 5%

61,569 富山県 砺波市 寺燃料店 小売業 その他小売 5%

61,570 富山県 砺波市 砺波インターＣＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,571 富山県 砺波市 セブン－イレブン砺波インター店 小売業 食料品 2%

61,572 富山県 砺波市 トナミ電化センター 小売業 電化製品 5%

61,573 富山県 砺波市 セブン－イレブン砺波中神店 小売業 食料品 2%

61,574 富山県 砺波市 セブン－イレブン砺波苗加店 小売業 食料品 2%

61,575 富山県 砺波市 セブン－イレブン砺波三島町店 小売業 食料品 2%

61,576 富山県 砺波市 富山ダイハツ販売砺波店 小売業 その他小売 5%

61,577 富山県 砺波市 鳥越の宿　三楽園 サービス 宿泊業 5%

61,578 富山県 砺波市 Ｎｅｗｉｎｇｌａｎｄかわしま 小売業 電化製品 5%

61,579 富山県 砺波市 ニューイングランドだいぞう 小売業 電化製品 5%

61,580 富山県 砺波市 ｎａｉｌ ｐｌａｃｅ Ｍｙｕ サービス 理容・美容業 5%

61,581 富山県 砺波市 ネッツトヨタ富山砺波店 小売業 その他小売 5%

61,582 富山県 砺波市 ８番らーめん砺波店 サービス 飲食業 2%

61,583 富山県 砺波市 ｈｉｋａｒｉ Ｒｅｌａｘ Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ ｈｉｋａｒｉ サービス 理容・美容業 5%

61,584 富山県 砺波市 ピザテン・フォー　富山砺波店　１ サービス その他サービス 5%

61,585 富山県 砺波市 人肌の宿　川金 サービス 宿泊業 5%

61,586 富山県 砺波市 ＢＯＯＫ・ＯＦＦトナミ店 小売業 その他小売 2%

61,587 富山県 砺波市 ヘアーサロンゲンツウ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｇｅｎｔｓｕ サービス 理容・美容業 5%

61,588 富山県 砺波市 ヘアーサロンゲンツウ サービス 理容・美容業 5%

61,589 富山県 砺波市 弁慶砺波店 小売業 衣料品 5%

61,590 富山県 砺波市 ポプラ高波店 小売業 総合（非専門） 2%

61,591 富山県 砺波市 ｖｏｌｅｒｏ サービス 理容・美容業 5%

61,592 富山県 砺波市 マクドナルド１５６砺波店 サービス 飲食業 2%

61,593 富山県 砺波市 メガネのハラダ　礪波店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,594 富山県 砺波市 めがねプロ 小売業 その他小売 5%

61,595 富山県 砺波市 有限会社　鍋田自動車 小売業 その他小売 5%

61,596 富山県 富山市 アーク自動車 サービス その他サービス 5%

61,597 富山県 富山市 アーティ サービス その他サービス 5%

61,598 富山県 富山市 アーティ 山室店 サービス その他サービス 5%

61,599 富山県 富山市 アートスペースカワモト その他業種 ー 5%

61,600 富山県 富山市 ｉ－ｂｏｒｎ サービス その他サービス 5%
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61,601 富山県 富山市 ＡＵＮＩＬ サービス 理容・美容業 5%

61,602 富山県 富山市 アオヤギ食堂 サービス 飲食業 5%

61,603 富山県 富山市 アオヤギ食堂 サービス 飲食業 5%

61,604 富山県 富山市 秋吉　大沢野店 サービス 飲食業 5%

61,605 富山県 富山市 秋吉　桜町店 サービス 飲食業 5%

61,606 富山県 富山市 秋吉　総曲輪店 サービス 飲食業 5%

61,607 富山県 富山市 秋吉　富山駅前店 サービス 飲食業 5%

61,608 富山県 富山市 ＡＣＴＩＶＥ　ＣＹＣＬＥ　８８４　ＡＣＴＩＶＥ　ＣＹＣＬＥ　８８４ 小売業 その他小売 5%

61,609 富山県 富山市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｓｈｉｎｅ富山 サービス 理容・美容業 5%

61,610 富山県 富山市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｍａｒｅ天正寺 サービス 理容・美容業 5%

61,611 富山県 富山市 Ａｚｉｚｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,612 富山県 富山市 Ａｊｉｔｏ　ｏｆ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

61,613 富山県 富山市 ＡｔｏＺｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

61,614 富山県 富山市 ＡＺＡＬＥＡ 小売業 衣料品 5%

61,615 富山県 富山市 逢月 サービス 飲食業 5%

61,616 富山県 富山市 アップルサンショウ栄町店 小売業 食料品 5%

61,617 富山県 富山市 アップルサンショウ新根塚町店 小売業 食料品 5%

61,618 富山県 富山市 アミュ－ズ本郷町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,619 富山県 富山市 アミング藤の木店 小売業 その他小売 5%

61,620 富山県 富山市 アミング婦中店 小売業 その他小売 5%

61,621 富山県 富山市 アユーラ サービス 理容・美容業 5%

61,622 富山県 富山市 アリーナ ヘア アリーナヘア サービス 理容・美容業 5%

61,623 富山県 富山市 アルカリ　マリエとやま店 小売業 衣料品 5%

61,624 富山県 富山市 ａｎｇａｇａ サービス 理容・美容業 5%

61,625 富山県 富山市 ＡＮＤ　ＬＩＦＥ サービス 飲食業 5%

61,626 富山県 富山市 池田屋安兵衛商店 小売業 食料品 5%

61,627 富山県 富山市 石金ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,628 富山県 富山市 石焼ステーキ贅　富山高岡店 サービス 飲食業 5%

61,629 富山県 富山市 石焼ステーキ　贅　富山西店 サービス 飲食業 5%

61,630 富山県 富山市 石焼ステーキ　贅　富山山室店 サービス 飲食業 5%

61,631 富山県 富山市 和泉クリーニング店 サービス その他サービス 5%

61,632 富山県 富山市 株式会社市川 小売業 その他小売 5%

61,633 富山県 富山市 出光梅沢町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,634 富山県 富山市 出光天正寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,635 富山県 富山市 出光富山南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,636 富山県 富山市 出光不二越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,637 富山県 富山市 イートンハウス　富山店 小売業 衣料品 5%

61,638 富山県 富山市 井上神通堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,639 富山県 富山市 猪谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,640 富山県 富山市 癒しの家　みなみ サービス その他サービス 5%

61,641 富山県 富山市 癒しのお香　香華楽 サービス その他サービス 5%

61,642 富山県 富山市 岩瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,643 富山県 富山市 インセンス富山婦中店 小売業 衣料品 5%

61,644 富山県 富山市 インディオファクトリー 小売業 その他小売 5%

61,645 富山県 富山市 インド料理デリー　山室店 サービス 飲食業 5%

61,646 富山県 富山市 インド料理デリー　根塚店 サービス 飲食業 5%

61,647 富山県 富山市 ヴァンキッシュ富山 サービス その他サービス 5%

61,648 富山県 富山市 ＶＡＮＱＵＩＳＨ富山 サービス その他サービス 5%

61,649 富山県 富山市 ヴィニ　ラコント サービス 飲食業 5%

61,650 富山県 富山市 Ｖｅｎｉｆｅｅｌ 小売業 衣料品 5%
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61,651 富山県 富山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ富山牛島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,652 富山県 富山市 牛島 小売業 電化製品 5%

61,653 富山県 富山市 牛島屋　舞夢館 小売業 衣料品 5%

61,654 富山県 富山市 内幸町雲鶴 サービス 飲食業 5%

61,655 富山県 富山市 ＵＬＵＷＡＴＵＡＭＩＧＯ サービス 飲食業 5%

61,656 富山県 富山市 Ａ－ｓｐｅｃ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ 小売業 その他小売 5%

61,657 富山県 富山市 エールロビン 小売業 衣料品 5%

61,658 富山県 富山市 ＳＴ　ＬＥＡＴＨＡＣ 小売業 衣料品 5%

61,659 富山県 富山市 ボディエステティックアクアオーラ サービス 理容・美容業 5%

61,660 富山県 富山市 エスデン稲林店 小売業 電化製品 5%

61,661 富山県 富山市 ＳＢＳ富山 ＳＢＳ富山 小売業 その他小売 5%

61,662 富山県 富山市 エスポワ－ル笹津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,663 富山県 富山市 エスポワール三郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,664 富山県 富山市 エスポワール三郷ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,665 富山県 富山市 エスポワ－ルトヨタＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,666 富山県 富山市 エスポワールトヨタ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,667 富山県 富山市 ＥｎｅＪｅｔ新庄銀座ＳＳ　南礪石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,668 富山県 富山市 ＥｎｅＪｅｔ富山南インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,669 富山県 富山市 ＥｎｅＪｅｔニュー富山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,670 富山県 富山市 ＥｎｅＪｅｔ羽根ＳＳ　株式会社光神 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,671 富山県 富山市 ＥｎｅＪｅｔ藤木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,672 富山県 富山市 ＥｎｅＪｅｔ婦中町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,673 富山県 富山市 ＥｎｅＪｅｔ本郷町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,674 富山県 富山市 ＥｎｅＪｅｔ四方荒屋ＳＳ　南礪石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,675 富山県 富山市 ｅｎｏｔｅｃａ　祐 サービス 飲食業 5%

61,676 富山県 富山市 ＥＮＺＯ サービス 飲食業 5%

61,677 富山県 富山市 ｅｎｎｅ サービス 理容・美容業 5%

61,678 富山県 富山市 ＯＡＳＩＳ サービス 理容・美容業 5%

61,679 富山県 富山市 大内電機商会 小売業 電化製品 5%

61,680 富山県 富山市 大越仏壇富山店 小売業 家具・調度品 5%

61,681 富山県 富山市 大杉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,682 富山県 富山市 太田口通りカレー サービス 飲食業 5%

61,683 富山県 富山市 ＡＯ大久保ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,684 富山県 富山市 大野菓子店 小売業 食料品 5%

61,685 富山県 富山市 大町　月見 サービス 飲食業 5%

61,686 富山県 富山市 奥田ＳＳ　南礪石油ＫＫ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,687 富山県 富山市 ｏｆｆｉｃｅＶｏｘ豊田店 小売業 その他小売 5%

61,688 富山県 富山市 ｏｌａｂｏ【オラボ】 サービス 理容・美容業 5%

61,689 富山県 富山市 オリックスレンタカー富山駅北口店 サービス その他サービス 2%

61,690 富山県 富山市 オリックスレンタカー富山駅南口店 サービス その他サービス 2%

61,691 富山県 富山市 オリックスレンタカー富山空港受付カウンター サービス その他サービス 2%

61,692 富山県 富山市 温野菜上飯野店 サービス 飲食業 2%

61,693 富山県 富山市 温野菜二口店 サービス 飲食業 2%

61,694 富山県 富山市 ｃａｓａ　ｈｉｒｕ　ｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

61,695 富山県 富山市 懐石椿亭 サービス 飲食業 5%

61,696 富山県 富山市 カイロプラクティックｓｍｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

61,697 富山県 富山市 カウニス　ｎａｉｌｓ　ｋａｕｎｉｓ サービス 理容・美容業 5%

61,698 富山県 富山市 額　美和食 サービス 飲食業 5%

61,699 富山県 富山市 貸衣裳の和楽 貸衣裳の和楽 サービス その他サービス 5%

61,700 富山県 富山市 株式会社カスタマイズ酒類販売 その他業種 ー 5%
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61,701 富山県 富山市 かど屋 サービス 飲食業 5%

61,702 富山県 富山市 ｃａｆｅトワイエ サービス 飲食業 5%

61,703 富山県 富山市 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　Ｙ’ｓ サービス 飲食業 5%

61,704 富山県 富山市 株式会社アンスイ サービス その他サービス 5%

61,705 富山県 富山市 株式会社サンシックス 富山オフィス サービス その他サービス 5%

61,706 富山県 富山市 株式会社ペイフォワード サービス その他サービス 5%

61,707 富山県 富山市 がブリチキン　　富山駅前店 サービス 飲食業 5%

61,708 富山県 富山市 カプリチョーザマリエとやま店 サービス 飲食業 2%

61,709 富山県 富山市 ＣＯＬＯＲ サービス 理容・美容業 5%

61,710 富山県 富山市 カルバン新庄銀座店 小売業 その他小売 5%

61,711 富山県 富山市 カルバン富山本店 小売業 その他小売 5%

61,712 富山県 富山市 Ｃａｌｍ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

61,713 富山県 富山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋富山西呉羽店 サービス 飲食業 2%

61,714 富山県 富山市 吉風家 サービス 飲食業 5%

61,715 富山県 富山市 ｋｉｔＥＮ カフェさくらとねこと サービス 飲食業 5%

61,716 富山県 富山市 ｋｉｔＥＮ わくわく空間ｋｉｔＥＮ サービス その他サービス 5%

61,717 富山県 富山市 牛角布瀬けやき通り店 サービス 飲食業 2%

61,718 富山県 富山市 Ｋｙｏｔａｎｉ 小売業 衣料品 5%

61,719 富山県 富山市 キョーエイ　大沢野店 小売業 食料品 5%

61,720 富山県 富山市 キョーエイ　キャロット１店 小売業 食料品 5%

61,721 富山県 富山市 キョーエイ　月岡店 小売業 食料品 5%

61,722 富山県 富山市 キリイ電器 小売業 電化製品 5%

61,723 富山県 富山市 キルキル?着るきる生きる? 小売業 衣料品 5%

61,724 富山県 富山市 ｋｉｌｔｏ． サービス 理容・美容業 5%

61,725 富山県 富山市 久郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,726 富山県 富山市 ｇｒｏｕｎｄＨ　理容室　ｇｒｏｕｎｄＨ サービス 理容・美容業 5%

61,727 富山県 富山市 クリーニング フクサワ サービス その他サービス 5%

61,728 富山県 富山市 グリーンマーケット 富山南店 グリーンマーケット富山南店 小売業 その他小売 5%

61,729 富山県 富山市 グリュッケンベルグ サービス 飲食業 5%

61,730 富山県 富山市 グリーングローブ 小売業 その他小売 5%

61,731 富山県 富山市 ｃｒａｎｅ 小売業 衣料品 5%

61,732 富山県 富山市 呉羽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,733 富山県 富山市 くれは製菓 小売業 食料品 5%

61,734 富山県 富山市 呉羽ハイツ サービス 宿泊業 5%

61,735 富山県 富山市 黒瀬ＳＳ　南礪石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,736 富山県 富山市 ＫＵＲＯＢＵＴＡレンタカー サービス その他サービス 5%

61,737 富山県 富山市 コアフュール・まつお サービス 理容・美容業 5%

61,738 富山県 富山市 Ｃｏｆｆｅｅ　ＭｉｃＴ サービス 飲食業 5%

61,739 富山県 富山市 茸山ドライブイン サービス 飲食業 5%

61,740 富山県 富山市 互光自動車 サービス その他サービス 5%

61,741 富山県 富山市 ５５１０８こことわ サービス その他サービス 5%

61,742 富山県 富山市 個人　　Ｖ　ＴＡＸＩ　富山市 サービス 運輸業 5%

61,743 富山県 富山市 （個人）ニュータクシー その他業種 ー 5%

61,744 富山県 富山市 コスミックハ－ト山室ＳＳ株式会社日鉱産業 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,745 富山県 富山市 （株）米三 小売業 家具・調度品 5%

61,746 富山県 富山市 米三　Ｄスクエア 小売業 家具・調度品 5%

61,747 富山県 富山市 米三　富山南店 小売業 家具・調度品 5%

61,748 富山県 富山市 米三　営業サービス部 小売業 家具・調度品 5%

61,749 富山県 富山市 米三　Ｄスクエア 小売業 家具・調度品 5%

61,750 富山県 富山市 米三　富山南店 小売業 家具・調度品 5%
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61,751 富山県 富山市 ＴＨＥ　ＫＩＳＳ　マリエとやま店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,752 富山県 富山市 サイクルショップ伊藤 小売業 その他小売 5%

61,753 富山県 富山市 サイクルロマン本店 小売業 その他小売 5%

61,754 富山県 富山市 サイクルローマン本店 小売業 その他小売 5%

61,755 富山県 富山市 酒井コンピュータサービス サービス その他サービス 5%

61,756 富山県 富山市 酒商　田尻本店 小売業 食料品 5%

61,757 富山県 富山市 酒のソクハイ　桜木町店 小売業 その他小売 5%

61,758 富山県 富山市 茶房ＰＯＰＯ　茶房ｐｏｐｏ サービス 飲食業 5%

61,759 富山県 富山市 Ｓａｙａ サービス 理容・美容業 5%

61,760 富山県 富山市 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｇｒｅｃｏ サービス 理容・美容業 5%

61,761 富山県 富山市 ＳＡＬＯＮＤＥＲＵＥ サービス その他サービス 5%

61,762 富山県 富山市 サロン　　ＬａＬａ サービス 理容・美容業 5%

61,763 富山県 富山市 サロン・ＬａＬａ サービス 理容・美容業 5%

61,764 富山県 富山市 山海食房いろは サービス 飲食業 5%

61,765 富山県 富山市 サンデンチェーン中央店 小売業 電化製品 5%

61,766 富山県 富山市 サンデンチェーンホソダ 小売業 電化製品 5%

61,767 富山県 富山市 サンピネ 小売業 衣料品 5%

61,768 富山県 富山市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　富山営業所 小売業 その他小売 5%

61,769 富山県 富山市 三和インフォメーションビーエムエス 小売業 電化製品 5%

61,770 富山県 富山市 しあわせ創庫 サービス その他サービス 5%

61,771 富山県 富山市 シーズ 小売業 食料品 5%

61,772 富山県 富山市 シーベレット富山婦中店 小売業 衣料品 5%

61,773 富山県 富山市 Ｊ－Ｓｔｙｌｅ　富山今泉店 サービス その他サービス 5%

61,774 富山県 富山市 Ｊ－Ｓｔｙｌｅ　富山呉羽町店 サービス その他サービス 5%

61,775 富山県 富山市 ジェームス富山東店 小売業 その他小売 2%

61,776 富山県 富山市 ジェリーズ サービス 飲食業 5%

61,777 富山県 富山市 ｃｈｅｒｉｍｂｏａｔ サービス 理容・美容業 5%

61,778 富山県 富山市 四川乃華富山飯野店 サービス 飲食業 5%

61,779 富山県 富山市 四川乃華二口店 サービス 飲食業 5%

61,780 富山県 富山市 ジーニーズ４シーズン太田口通り店 サービス 理容・美容業 5%

61,781 富山県 富山市 ジーニーズ４シーズン太田口通り サービス 理容・美容業 5%

61,782 富山県 富山市 ジーニーズ４シーズン太郎丸店 サービス 理容・美容業 5%

61,783 富山県 富山市 清水町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,784 富山県 富山市 下赤江ＳＳ　東亜石油販売株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,785 富山県 富山市 シャポー ファッション サイト ＳＡＩＴＯ 小売業 衣料品 5%

61,786 富山県 富山市 ＪＯＵＩＲＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

61,787 富山県 富山市 旬善　葉椀 サービス 飲食業 5%

61,788 富山県 富山市 旬鮮酒場山ちゃん サービス 飲食業 5%

61,789 富山県 富山市 ジョイフル　シマヤ豊田店 小売業 食料品 5%

61,790 富山県 富山市 ジョイフルクボＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,791 富山県 富山市 ジョイフルシマヤ豊田店 小売業 食料品 5%

61,792 富山県 富山市 ジョイフル４１５ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,793 富山県 富山市 新庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,794 富山県 富山市 新庄東ＳＳ　南砺石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,795 富山県 富山市 神通町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,796 富山県 富山市 しんめい動物病院 サービス その他サービス 5%

61,797 富山県 富山市 スーパーフレック 小売業 総合（非専門） 5%

61,798 富山県 富山市 末弘軒　本店 サービス 飲食業 5%

61,799 富山県 富山市 杉本電機商会 小売業 電化製品 5%

61,800 富山県 富山市 ＳｋｉｎＣａｒｅＳａｌｏｎＡＵＲＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%
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61,801 富山県 富山市 鮨蒲本舗　河内屋　かまぼこ専門店　お土産店　　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

61,802 富山県 富山市 すし食いねえ！富山天正寺店 サービス 飲食業 5%

61,803 富山県 富山市 寿し処　佐々木 サービス 飲食業 5%

61,804 富山県 富山市 有限会社寿し処佐々木 サービス 飲食業 5%

61,805 富山県 富山市 すし福ちゃん サービス 飲食業 5%

61,806 富山県 富山市 スタイリストゴトウ富山二口店 小売業 その他小売 5%

61,807 富山県 富山市 スポーツのマンゾク 小売業 その他小売 5%

61,808 富山県 富山市 スマイルキッチン　エガオサク サービス 飲食業 5%

61,809 富山県 富山市 スマイル吉岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,810 富山県 富山市 ＴＨＲＩＦＴＥＲＳＦａｍ富山黒瀬店 小売業 その他小売 5%

61,811 富山県 富山市 諏訪川原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,812 富山県 富山市 生活彩家済生会富山病院店 小売業 総合（非専門） 2%

61,813 富山県 富山市 生活彩家富山国際学園店 小売業 総合（非専門） 2%

61,814 富山県 富山市 整体院京谷　富山店 サービス その他サービス 5%

61,815 富山県 富山市 精文館書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,816 富山県 富山市 精文館書店　精文館書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,817 富山県 富山市 ｃｈｅｒｐｉｅｒｒｅ サービス 理容・美容業 5%

61,818 富山県 富山市 ゼロワン サービス 飲食業 5%

61,819 富山県 富山市 そば処　大庵 サービス 飲食業 5%

61,820 富山県 富山市 ソフトバンク 呉羽 小売業 その他小売 5%

61,821 富山県 富山市 ソフトバンク　アピタ富山 小売業 その他小売 5%

61,822 富山県 富山市 ソフトバンク 大広田 小売業 その他小売 5%

61,823 富山県 富山市 ダイニングバー　シェア サービス 飲食業 5%

61,824 富山県 富山市 太陽スポーツ　富山店 小売業 その他小売 5%

61,825 富山県 富山市 太陽スポーツ富山店 小売業 その他小売 5%

61,826 富山県 富山市 ＴＡＫＡＯ 高雄自動車 サービス その他サービス 5%

61,827 富山県 富山市 高岡仏壇仏具センター　高岡仏壇仏具センター　今泉店 小売業 その他小売 5%

61,828 富山県 富山市 たかた　でんき 小売業 電化製品 5%

61,829 富山県 富山市 高森自動車販売 サービス その他サービス 5%

61,830 富山県 富山市 たからや分店　ひで 小売業 食料品 5%

61,831 富山県 富山市 たつみ自動車 サービス その他サービス 5%

61,832 富山県 富山市 立山酒店　粟島店 小売業 食料品 5%

61,833 富山県 富山市 谷自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

61,834 富山県 富山市 ＴＡＰＩＴＡＰＩ サービス 飲食業 5%

61,835 富山県 富山市 玉旭酒造 玉生酒本店 小売業 食料品 5%

61,836 富山県 富山市 チャンピオンカレー富山新庄店 サービス 飲食業 5%

61,837 富山県 富山市 中央電機商会 小売業 電化製品 5%

61,838 富山県 富山市 ＣＨＩＬＬＩＮＧ　ＳＴＹＬＥ 小売業 その他小売 5%

61,839 富山県 富山市 月見 本店 月見本店 サービス 飲食業 5%

61,840 富山県 富山市 土田コンタクトレンズセンター 小売業 その他小売 5%

61,841 富山県 富山市 ＴＩＥＲＲＡ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

61,842 富山県 富山市 手打ち蕎麦　和叶 サービス 飲食業 5%

61,843 富山県 富山市 デジタルライフサポート サービス その他サービス 5%

61,844 富山県 富山市 テックみなみ サービス その他サービス 5%

61,845 富山県 富山市 寺島酒店 小売業 その他小売 5%

61,846 富山県 富山市 電化のシゲル 小売業 電化製品 5%

61,847 富山県 富山市 デンキペ－ジ　みつはし 小売業 電化製品 5%

61,848 富山県 富山市 でんきやＳＵＮはまもと 小売業 電化製品 5%

61,849 富山県 富山市 天よし サービス 飲食業 5%

61,850 富山県 富山市 東亜配送センタ－ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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61,851 富山県 富山市 燈花 サービス 飲食業 5%

61,852 富山県 富山市 トータルヒーリング　メアリスト サービス 理容・美容業 5%

61,853 富山県 富山市 アユーラ　アユーラ サービス 理容・美容業 5%

61,854 富山県 富山市 トートーカフェ サービス 飲食業 5%

61,855 富山県 富山市 登山用品のオクトス富山店 小売業 その他小売 5%

61,856 富山県 富山市 栃山栄電社 小売業 電化製品 5%

61,857 富山県 富山市 とべーぐる ファニチャーパークケースリー店 サービス 飲食業 5%

61,858 富山県 富山市 冨尾自動車 サービス その他サービス 5%

61,859 富山県 富山市 富山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,860 富山県 富山市 セブン－イレブン富山石坂店 小売業 食料品 2%

61,861 富山県 富山市 富山インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,862 富山県 富山市 セブン－イレブン富山インター南店 小売業 食料品 2%

61,863 富山県 富山市 富山駅前　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,864 富山県 富山市 セブン－イレブン富山小倉店 小売業 食料品 2%

61,865 富山県 富山市 富山学生協　１ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,866 富山県 富山市 セブン－イレブン富山掛尾店 小売業 食料品 2%

61,867 富山県 富山市 セブン－イレブン富山上飯野店 小売業 食料品 2%

61,868 富山県 富山市 セブン－イレブン富山上田島店 小売業 食料品 2%

61,869 富山県 富山市 セブン－イレブン富山上袋店 小売業 食料品 2%

61,870 富山県 富山市 セブン－イレブン富山上二杉店 小売業 食料品 2%

61,871 富山県 富山市 セブン－イレブン富山上本町店 小売業 食料品 2%

61,872 富山県 富山市 富山空港前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,873 富山県 富山市 セブン－イレブン富山窪新町店 小売業 食料品 2%

61,874 富山県 富山市 セブン－イレブン富山黒崎店 小売業 食料品 2%

61,875 富山県 富山市 富山サイクリングセンター 小売業 その他小売 5%

61,876 富山県 富山市 富山サイクリングセンター 小売業 その他小売 5%

61,877 富山県 富山市 セブン－イレブン富山地角店 小売業 食料品 2%

61,878 富山県 富山市 セブン－イレブン富山下飯野店 小売業 食料品 2%

61,879 富山県 富山市 セブン－イレブン富山下くつわだ店 小売業 食料品 2%

61,880 富山県 富山市 セブン－イレブン富山城址公園前店 小売業 食料品 2%

61,881 富山県 富山市 セブン－イレブン富山城南公園前店 小売業 食料品 2%

61,882 富山県 富山市 富山大学杉谷キャンパス売店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,883 富山県 富山市 富山ダイハツ販売　グランジュエル富山今泉 小売業 その他小売 5%

61,884 富山県 富山市 富山ダイハツ販売アクセル富山店 小売業 その他小売 5%

61,885 富山県 富山市 富山ダイハツ販売富山店 小売業 その他小売 5%

61,886 富山県 富山市 富山ダイハツ販売富山南店 小売業 その他小売 5%

61,887 富山県 富山市 富山タウンホテル サービス 宿泊業 5%

61,888 富山県 富山市 セブン－イレブン富山太郎丸西町店 小売業 食料品 2%

61,889 富山県 富山市 セブン－イレブン富山つばめ野店 小売業 食料品 2%

61,890 富山県 富山市 セブン－イレブン富山天正寺店 小売業 食料品 2%

61,891 富山県 富山市 セブン－イレブン富山豊田本町１丁目店 小売業 食料品 2%

61,892 富山県 富山市 セブン－イレブン富山中市店 小売業 食料品 2%

61,893 富山県 富山市 セブン－イレブン富山中川原店 小売業 食料品 2%

61,894 富山県 富山市 セブン－イレブン富山西荒屋店 小売業 食料品 2%

61,895 富山県 富山市 セブン－イレブン富山西大沢店 小売業 食料品 2%

61,896 富山県 富山市 セブン－イレブン富山速星店 小売業 食料品 2%

61,897 富山県 富山市 富山百貨サクラスイーツ＆ポエム　マリエとやま店 小売業 食料品 5%

61,898 富山県 富山市 セブン－イレブン富山藤木店 小売業 食料品 2%

61,899 富山県 富山市 セブン－イレブン富山附属学園前店 小売業 食料品 2%

61,900 富山県 富山市 セブン－イレブン富山二口町４丁目店 小売業 食料品 2%
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61,901 富山県 富山市 富山豚食堂かつたま サービス 飲食業 5%

61,902 富山県 富山市 セブン－イレブン富山婦中鉄工業団地前店 小売業 食料品 2%

61,903 富山県 富山市 セブン－イレブン富山古里小学校前店 小売業 食料品 2%

61,904 富山県 富山市 セブン－イレブン富山古沢店 小売業 食料品 2%

61,905 富山県 富山市 セブン－イレブン富山堀川町店 小売業 食料品 2%

61,906 富山県 富山市 セブン－イレブン富山本郷西部店 小売業 食料品 2%

61,907 富山県 富山市 セブン－イレブン富山本郷町店 小売業 食料品 2%

61,908 富山県 富山市 セブン－イレブン富山町村１丁目店 小売業 食料品 2%

61,909 富山県 富山市 セブン－イレブン富山水橋辻ヶ堂店 小売業 食料品 2%

61,910 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 小売業 食料品 5%

61,911 富山県 富山市 セブン－イレブン富山八尾井田店 小売業 食料品 2%

61,912 富山県 富山市 セブンーイレブン富山八尾新田店 小売業 食料品 2%

61,913 富山県 富山市 セブン－イレブン富山四方荒屋店 小売業 食料品 2%

61,914 富山県 富山市 トヨタレンタリース富山双代町店 サービス その他サービス 2%

61,915 富山県 富山市 トヨタレンタリース富山富山駅前店 サービス その他サービス 2%

61,916 富山県 富山市 トヨタレンタリース富山富山空港店 サービス その他サービス 2%

61,917 富山県 富山市 トヨタレンタリース富山富山店 サービス その他サービス 2%

61,918 富山県 富山市 トヨタレンタリース富山二口店 サービス その他サービス 2%

61,919 富山県 富山市 ドラゴンレッドリバー　マリエとやま店 サービス 飲食業 2%

61,920 富山県 富山市 トラットリア　ジュスティーノ サービス 飲食業 5%

61,921 富山県 富山市 カギのサプライズ サービス その他サービス 5%

61,922 富山県 富山市 トレンディー赤田ＳＳ株式会社日鉱産業 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,923 富山県 富山市 とんかつ粟島 サービス 飲食業 5%

61,924 富山県 富山市 トンカツＤＡＩＮＩＮＧ　ビリケンさん サービス 飲食業 5%

61,925 富山県 富山市 トンカツＤＡＩＮＩＮＧ　ビリケンさん　萬や サービス 飲食業 5%

61,926 富山県 富山市 問屋センターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,927 富山県 富山市 長江東生園 小売業 食料品 5%

61,928 富山県 富山市 中田図書販売株式会社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,929 富山県 富山市 中野新町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,930 富山県 富山市 株式会社中村燃料商店　富山営業所 小売業 その他小売 5%

61,931 富山県 富山市 和処てつ サービス 飲食業 5%

61,932 富山県 富山市 Ｎａｐｓ　Ｎｏｔｅ 小売業 衣料品 5%

61,933 富山県 富山市 鯰第一温泉　ふじのや サービス 宿泊業 5%

61,934 富山県 富山市 なんでも鑑定局　富山本店 小売業 その他小売 5%

61,935 富山県 富山市 西町大喜とやマルシェ店 サービス 飲食業 5%

61,936 富山県 富山市 ニューイングランド　ますやま 小売業 電化製品 5%

61,937 富山県 富山市 布市ＳＳ　南礪石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,938 富山県 富山市 ネイルサロン　エミリオ サービス その他サービス 5%

61,939 富山県 富山市 ＮＥＯＣＬＡＳＳＩＣ サービス 飲食業 5%

61,940 富山県 富山市 ＮＥＸＵＳ サービス 理容・美容業 5%

61,941 富山県 富山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ根塚店 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,942 富山県 富山市 ネッツトヨタ富山　本店 小売業 その他小売 5%

61,943 富山県 富山市 ネッツトヨタ富山　Ｕ－Ｃａｒステーション 小売業 その他小売 5%

61,944 富山県 富山市 ネッツトヨタ富山富山西店 小売業 その他小売 5%

61,945 富山県 富山市 ネッツトヨタ富山富山南店 小売業 その他小売 5%

61,946 富山県 富山市 ネットワークタカマツ 小売業 電化製品 5%

61,947 富山県 富山市 Ｂａｒ　Ａｓｔｅｒ サービス 飲食業 5%

61,948 富山県 富山市 ＢＡＲＢＡＲサポーズ ｂａｒｂｅｒｓｕｐｐｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

61,949 富山県 富山市 ＢａｒｂｅｒｓｈｏｐＴｓ サービス 理容・美容業 5%

61,950 富山県 富山市 ＢＡＲ みやた サービス 飲食業 5%
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61,951 富山県 富山市 ハウジングスタジオＫＡＴＯ 小売業 電化製品 5%

61,952 富山県 富山市 博多ラーメンばたやん　駅前店 サービス 飲食業 5%

61,953 富山県 富山市 萩中商店 小売業 その他小売 5%

61,954 富山県 富山市 ｈａｚｅｒｕ　ｃｏｆｆｅｅ　ｈａｚｅｒｕ　ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

61,955 富山県 富山市 ８番らーめん安養寺店 サービス 飲食業 2%

61,956 富山県 富山市 ８番らーめん飯野あらや店 サービス 飲食業 2%

61,957 富山県 富山市 ８番らーめん大泉店 サービス 飲食業 2%

61,958 富山県 富山市 ８番らーめん大沢野店 サービス 飲食業 2%

61,959 富山県 富山市 ８番らーめん奥田店 サービス 飲食業 2%

61,960 富山県 富山市 ８番らーめん呉羽本郷店 サービス 飲食業 2%

61,961 富山県 富山市 ８番らーめん黒瀬店 サービス 飲食業 2%

61,962 富山県 富山市 ８番らーめん新庄店 サービス 飲食業 2%

61,963 富山県 富山市 ８番らーめん太郎丸店 サービス 飲食業 2%

61,964 富山県 富山市 ８番らーめん中川原店 サービス 飲食業 2%

61,965 富山県 富山市 ８番らーめん八尾店 サービス 飲食業 2%

61,966 富山県 富山市 八ぶんめ サービス 飲食業 5%

61,967 富山県 富山市 ハッピー食堂 中央通り店 サービス 飲食業 5%

61,968 富山県 富山市 パティスリーミレジム 小売業 食料品 5%

61,969 富山県 富山市 花園町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,970 富山県 富山市 パナパック・にしだ 小売業 電化製品 5%

61,971 富山県 富山市 花メイト 小売業 その他小売 5%

61,972 富山県 富山市 花メイト 小売業 その他小売 5%

61,973 富山県 富山市 浜多屋　あまよっと横丁店 サービス 飲食業 5%

61,974 富山県 富山市 速星中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,975 富山県 富山市 バルバンコ サービス 飲食業 5%

61,976 富山県 富山市 Ｐａｒａｄｅ北の森店 小売業 その他小売 5%

61,977 富山県 富山市 Ｐａｒａｄｅ総曲輪店 小売業 その他小売 5%

61,978 富山県 富山市 Ｐａｒａｄｅ天正寺店 小売業 その他小売 5%

61,979 富山県 富山市 Ｐａｒａｄｅ富山羽根店 小売業 その他小売 5%

61,980 富山県 富山市 ＰａｉｎＡｌｌｉｅｒ　パンアリエ 小売業 食料品 5%

61,981 富山県 富山市 ピーク富山ファボーレ店 小売業 衣料品 5%

61,982 富山県 富山市 Ｐｃ’ｓ　ａｔａｍａｎｏｉｅ サービス 理容・美容業 5%

61,983 富山県 富山市 ｐｉｉｓｕ 小売業 衣料品 5%

61,984 富山県 富山市 ビスページ富山婦中店 小売業 衣料品 5%

61,985 富山県 富山市 ｐｉｚｚａ　ｉｓｍ サービス 飲食業 5%

61,986 富山県 富山市 １００円ショップポピア　婦中ショッピングセンターパピ店 小売業 その他小売 5%

61,987 富山県 富山市 ＰｕｒｅＮａｉｌ　マリエとやま店 サービス 理容・美容業 5%

61,988 富山県 富山市 Ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　あや サービス 理容・美容業 5%

61,989 富山県 富山市 Ｈｕｔｔｅ 小売業 衣料品 5%

61,990 富山県 富山市 ＨＩＲＡＴＡ 小売業 その他小売 5%

61,991 富山県 富山市 ひらのでんか 小売業 電化製品 5%

61,992 富山県 富山市 平野電機 小売業 電化製品 5%

61,993 富山県 富山市 Ｈ！ＲＯＣＯＮ　富山ＣｉＣ店 小売業 その他小売 5%

61,994 富山県 富山市 ファニチャーパーク　Ｋ３ 小売業 家具・調度品 5%

61,995 富山県 富山市 ファニチャーパーク　Ｋ３ 小売業 家具・調度品 5%

61,996 富山県 富山市 ファミリーパークウエストＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,997 富山県 富山市 ＦａｒｍｚｕＴｉｓｃｈ サービス 飲食業 5%

61,998 富山県 富山市 Ｆｅｅｌさかがみ 小売業 衣料品 5%

61,999 富山県 富山市 Ｆｉｃｕｓ【フィカス】 サービス 理容・美容業 5%

62,000 富山県 富山市 フェスタ４１金泉寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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62,001 富山県 富山市 フォルムプラス　マリエとやま店 小売業 衣料品 5%

62,002 富山県 富山市 ＶＯＮＤＯＴ 小売業 衣料品 5%

62,003 富山県 富山市 藤ノ木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,004 富山県 富山市 ＦＵＪＩＲＥＸ サービス その他サービス 5%

62,005 富山県 富山市 ＢＯＯＫ・ＯＦＦ富山黒瀬店 小売業 その他小売 2%

62,006 富山県 富山市 ＢＯＯＫ・ＯＦＦ富山山室店 小売業 その他小売 2%

62,007 富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ大沢野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,008 富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ奥田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,009 富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ掛尾本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,010 富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ北の森店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,011 富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだファボーレ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,012 富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ婦中店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,013 富山県 富山市 プティボヌール サービス 飲食業 5%

62,014 富山県 富山市 ぶどう不動産 サービス その他サービス 5%

62,015 富山県 富山市 フラワーショップ　イランイラン 小売業 その他小売 5%

62,016 富山県 富山市 ブランシェ　富山店 小売業 その他小売 5%

62,017 富山県 富山市 ＦＲＡＮＧＩＰＡＮＩ中央通り本店 サービス 飲食業 5%

62,018 富山県 富山市 ＢＲＩＤＧＥｈａｉｒｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

62,019 富山県 富山市 Ｂｌｕｅ　Ｍｏｏｎ　Ｋ　ｓ 小売業 その他小売 5%

62,020 富山県 富山市 ふるかじ２?１４ サービス 飲食業 5%

62,021 富山県 富山市 古里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,022 富山県 富山市 ｆｒｉｅｎｄｓ サービス 理容・美容業 5%

62,023 富山県 富山市 ｆｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

62,024 富山県 富山市 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｒｅｆｕａ サービス 理容・美容業 5%

62,025 富山県 富山市 ヘアーメイク　アンシャンテ サービス 理容・美容業 5%

62,026 富山県 富山市 ヘルス ビューティーはなの木 はなの木薬局アピタ富山店 小売業 その他小売 5%

62,027 富山県 富山市 Ｖｅｒｔ富山店 サービス 理容・美容業 5%

62,028 富山県 富山市 弁慶豊田店 小売業 衣料品 5%

62,029 富山県 富山市 Ｂｏｙｓ　＆　Ｇｉｒｌｓ サービス 飲食業 5%

62,030 富山県 富山市 北陸塩業株式会社 小売業 食料品 5%

62,031 富山県 富山市 北陸酒販株式会社 小売業 食料品 5%

62,032 富山県 富山市 北陸補聴器センター富山店 小売業 その他小売 5%

62,033 富山県 富山市 ＰＯＣＯ　Ａ　ＰＯＣＯ サービス 理容・美容業 5%

62,034 富山県 富山市 ほし乃 サービス 飲食業 5%

62,035 富山県 富山市 ポルコロッソ サービス 理容・美容業 5%

62,036 富山県 富山市 本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,037 富山県 富山市 マクドナルド呉羽店 サービス 飲食業 2%

62,038 富山県 富山市 マクドナルド下赤江店 サービス 飲食業 2%

62,039 富山県 富山市 マクドナルド富山インター店 サービス 飲食業 2%

62,040 富山県 富山市 マクドナルド富山空港通り店 サービス 飲食業 2%

62,041 富山県 富山市 マクドナルド富山中川原店 サービス 飲食業 2%

62,042 富山県 富山市 マクドナルド富山東アピタ店 サービス 飲食業 2%

62,043 富山県 富山市 マクドナルド８号線田尻店 サービス 飲食業 2%

62,044 富山県 富山市 マクドナルドフューチャーシティファボーレ店 サービス 飲食業 2%

62,045 富山県 富山市 マクドナルド４１号荒川店 サービス 飲食業 2%

62,046 富山県 富山市 マクドナルド４１号大沢野店 サービス 飲食業 2%

62,047 富山県 富山市 ますのすしミュージアム 小売業 食料品 5%

62,048 富山県 富山市 マルナミ 小売業 総合（非専門） 5%

62,049 富山県 富山市 丸二電器商会 小売業 電化製品 5%

62,050 富山県 富山市 マルフジ 小売業 電化製品 5%

1241



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

①固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年8月21日　現在

※9月中に地図上に掲載予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

62,051 富山県 富山市 ＭＩＳＴＹ　ＣＯＬＯＲＳ サービス その他サービス 5%

62,052 富山県 富山市 水橋ＳＳ　有限会社角川石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,053 富山県 富山市 味噌家 武べゑ サービス 飲食業 5%

62,054 富山県 富山市 南富山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,055 富山県 富山市 宮田旅館 サービス 宿泊業 5%

62,056 富山県 富山市 ミュージックマインド 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,057 富山県 富山市 ムッシュー ジー Ｍｏｎｓｉｅｕｒ Ｊ 小売業 食料品 5%

62,058 富山県 富山市 ＭＯＯＮ　ｔｈｅ　ＭＯＯＮ　２ｎｄ サービス 飲食業 5%

62,059 富山県 富山市 メガネのハラダ 小売業 総合（非専門） 5%

62,060 富山県 富山市 メガネのハラダ　大町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,061 富山県 富山市 メガネのハラダ　北の森店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,062 富山県 富山市 メガネのハラダ　呉羽店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,063 富山県 富山市 メガネのハラダ　下赤江店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,064 富山県 富山市 メガネのハラダ　新庄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,065 富山県 富山市 メガネのハラダ　中教院前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,066 富山県 富山市 メガネのハラダ　中川原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,067 富山県 富山市 メガネのハラダ　婦中店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,068 富山県 富山市 メガネのハラダ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,069 富山県 富山市 麺王 サービス 飲食業 5%

62,070 富山県 富山市 メンズ脱毛ＭＡＸ富山店 サービス 理容・美容業 5%

62,071 富山県 富山市 めん家 めん家 サービス 飲食業 5%

62,072 富山県 富山市 Ｍｏｒｎｉｎｇ　Ｇｌｏｗ 小売業 衣料品 5%

62,073 富山県 富山市 ＭＯＭＩ＆ＴＯＹ’Ｓ　マリエとやま店 サービス 飲食業 2%

62,074 富山県 富山市 もみかる　富山田中町店 サービス 理容・美容業 5%

62,075 富山県 富山市 もみかる　富山本店 サービス 理容・美容業 5%

62,076 富山県 富山市 もみかる　山室店 サービス 理容・美容業 5%

62,077 富山県 富山市 ＭＯＹＵ　８６　滝内厚子 小売業 その他小売 5%

62,078 富山県 富山市 森元プロパン店 小売業 その他小売 5%

62,079 富山県 富山市 八尾井田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,080 富山県 富山市 八尾燃商有限会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,081 富山県 富山市 山口自動車工業　株 サービス その他サービス 5%

62,082 富山県 富山市 山口書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,083 富山県 富山市 山田温泉　玄猿楼 サービス 宿泊業 5%

62,084 富山県 富山市 やまむろ動物病院 サービス その他サービス 5%

62,085 富山県 富山市 有限会社 河合デンキ 小売業 電化製品 5%

62,086 富山県 富山市 有限会社浅野電機商会　浅野電機 小売業 電化製品 5%

62,087 富山県 富山市 有 イワキ自動車サービス サービス その他サービス 5%

62,088 富山県 富山市 有　エールロビン 小売業 衣料品 5%

62,089 富山県 富山市 （有）川上商店 サービス 飲食業 5%

62,090 富山県 富山市 有限会社富山サイクリングセンター 小売業 その他小売 5%

62,091 富山県 富山市 有限会社横江写真館 サービス その他サービス 5%

62,092 富山県 富山市 ゆうらくざ・いいざわ 小売業 電化製品 5%

62,093 富山県 富山市 ゆうらくざこんぱす 小売業 電化製品 5%

62,094 富山県 富山市 ゆうらくざたかぎ 小売業 電化製品 5%

62,095 富山県 富山市 ゆうらくざ・たがみ 小売業 電化製品 5%

62,096 富山県 富山市 ゆうらくざ・つじさわ 小売業 電化製品 5%

62,097 富山県 富山市 ゆうらくざ つじさわ 小売業 電化製品 5%

62,098 富山県 富山市 ゆうらくざ・まるやま 小売業 電化製品 5%

62,099 富山県 富山市 ゆうらくざ・やまもと 小売業 電化製品 5%

62,100 富山県 富山市 ユニテ サービス その他サービス 5%

1242



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

①固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年8月21日　現在

※9月中に地図上に掲載予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

62,101 富山県 富山市 株式会社吉田住宅設備 小売業 その他小売 5%

62,102 富山県 富山市 吉田陶器店 小売業 その他小売 5%

62,103 富山県 富山市 吉田屋鱒寿し本舗 サービス 飲食業 5%

62,104 富山県 富山市 四ツ葉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,105 富山県 富山市 米沢亭　富山羽根店 サービス 飲食業 5%

62,106 富山県 富山市 よねみち商会 小売業 衣料品 5%

62,107 富山県 富山市 Ｌａ　Ｓｅｅｄ サービス その他サービス 5%

62,108 富山県 富山市 らーめん世界富山呉羽店 サービス 飲食業 5%

62,109 富山県 富山市 らぁめん　めん丸　新庄銀座店 サービス 飲食業 5%

62,110 富山県 富山市 ラヴィヘアスペース サービス 理容・美容業 5%

62,111 富山県 富山市 ラウンジバー　ハーベスト サービス 飲食業 5%

62,112 富山県 富山市 らくやん天正寺店 サービス その他サービス 5%

62,113 富山県 富山市 らくやん山室店 サービス その他サービス 5%

62,114 富山県 富山市 ラケットショップ富山 小売業 その他小売 5%

62,115 富山県 富山市 ラ・メゾン　ド　ジュン 小売業 食料品 5%

62,116 富山県 富山市 ラ・モード・シャロン 小売業 衣料品 5%

62,117 富山県 富山市 ランプジャック掛尾　ステージ１［マービス 小売業 その他小売 5%

62,118 富山県 富山市 ＲＡＭＰＪＡＣＫ　掛尾店ステージ１ 小売業 その他小売 5%

62,119 富山県 富山市 リカーランド　ドリーム　フジサワ酒店 小売業 食料品 5%

62,120 富山県 富山市 リッジラインボルダリングジム サービス その他サービス 5%

62,121 富山県 富山市 ＰＥＡＰＡＩＲ　ＣＬＵＢ　Ｒｅｐａｉｒ　Ｃｌｕｂ サービス その他サービス 5%

62,122 富山県 富山市 リラクゼーションサロンＴａｇｅ その他業種 ー 5%

62,123 富山県 富山市 Ｌｕ　Ｐａｒｑｓ サービス 飲食業 5%

62,124 富山県 富山市 Ｒｏｕｔｅ４６ サービス 飲食業 5%

62,125 富山県 富山市 ル・パティシェ　ジュン 小売業 食料品 5%

62,126 富山県 富山市 Ｌａｂｏｕｒ ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 小売業 家具・調度品 5%

62,127 富山県 富山市 ＬＥＡＴＨＡＣ 小売業 衣料品 5%

62,128 富山県 富山市 Ｌｅｇｉｔ サービス 理容・美容業 5%

62,129 富山県 富山市 Ｌｅｄｙ　【レディ】 サービス 理容・美容業 5%

62,130 富山県 富山市 ローズドメイ 小売業 衣料品 5%

62,131 富山県 富山市 Ｒｏｌｄ　ｓｏｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

62,132 富山県 富山市 Ｒｏｌｄ　ｆｉｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

62,133 富山県 富山市 Ｒｏｌｄ　ｌｅｖｅｎｄｅ サービス 理容・美容業 5%

62,134 富山県 富山市 ワイズドギー　富山店 サービス その他サービス 5%

62,135 富山県 富山市 我家的厨房　Ｂｉｇ５ サービス 飲食業 5%

62,136 富山県 富山市 和気アイアイ サービス 飲食業 5%

62,137 富山県 富山市 和具　ペリカン堂 小売業 その他小売 5%

62,138 富山県 富山市 和具ペリカン堂 その他業種 ー 5%

62,139 富山県 富山市 和合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,140 富山県 富山市 和食飲楽だいこくや　マリエとやま店 サービス 飲食業 5%

62,141 富山県 富山市 笑色 サービス 飲食業 5%

62,142 富山県 富山市 ワンダフル工房赤田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,143 富山県 富山市 ワンダフル工房窪店 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,144 富山県 富山市 ワンダフル工房布瀬店 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,145 富山県 富山市 ワンダフルセルフ本郷 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,146 富山県 富山市 ワンダフルセルフ町村 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,147 富山県 滑川市 秋吉滑川店 サービス 飲食業 5%

62,148 富山県 滑川市 出光滑川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,149 富山県 滑川市 出光滑川中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,150 富山県 滑川市 ＥｎｅＪｅｔ早月ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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62,151 富山県 滑川市 ＣＡＦＥ　ＳＨＵ　ＢＥＡＮＳ　ＣＡＦＥ　ＳＨＵ　ＢＥＡＮＳ サービス 飲食業 5%

62,152 富山県 滑川市 ガレージアシスト 小売業 その他小売 5%

62,153 富山県 滑川市 スーパーしまかわ 小売業 総合（非専門） 5%

62,154 富山県 滑川市 スカイホテル滑川 サービス 宿泊業 5%

62,155 富山県 滑川市 宅配のあったかご飯　いなほ屋 小売業 食料品 5%

62,156 富山県 滑川市 立山酒店　滑川店 小売業 食料品 5%

62,157 富山県 滑川市 ＣＨＩＭＵＧＵＫＵＲＵ サービス 理容・美容業 5%

62,158 富山県 滑川市 ドッグサロン　アントン サービス その他サービス 5%

62,159 富山県 滑川市 ドリトル動物病院 サービス その他サービス 5%

62,160 富山県 滑川市 滑川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,161 富山県 滑川市 セブン－イレブン滑川上島店 小売業 食料品 2%

62,162 富山県 滑川市 セブン－イレブン滑川中村店 小売業 食料品 2%

62,163 富山県 滑川市 セブン－イレブン滑川早月店 小売業 食料品 2%

62,164 富山県 滑川市 セブンーイレブン滑川柳原店 小売業 食料品 2%

62,165 富山県 滑川市 ８番らーめん滑川店 サービス 飲食業 2%

62,166 富山県 滑川市 ８番らーめん早月店 サービス 飲食業 2%

62,167 富山県 滑川市 ピザテン・フォー　富山滑川店　２ サービス その他サービス 5%

62,168 富山県 滑川市 ひろまる サービス 飲食業 5%

62,169 富山県 滑川市 ＭＯＧＡ サービス 理容・美容業 5%

62,170 富山県 滑川市 ペットショップマーチ滑川店 小売業 その他小売 5%

62,171 富山県 滑川市 ＰｏｍｍＥ　ＰｏｉｓｏＮ サービス 理容・美容業 5%

62,172 富山県 滑川市 マクドナルド滑川パスタ店 サービス 飲食業 2%

62,173 富山県 滑川市 まるまん　エール店 小売業 食料品 5%

62,174 富山県 滑川市 まるまん　パスタ店 小売業 食料品 5%

62,175 富山県 滑川市 メガネのハラダ　滑川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,176 富山県 滑川市 ゆうらくざ・いしかわ 小売業 電化製品 5%

62,177 富山県 滑川市 有限会社リビック松島 小売業 その他小売 5%

62,178 富山県 南砺市 あづちや 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,179 富山県 南砺市 お土産・お休み処あらい サービス 飲食業 5%

62,180 富山県 南砺市 有限会社石黒種麹店 小売業 食料品 5%

62,181 富山県 南砺市 １９ＨＩＴＯＹＡＳＵＭＩ南砺店 サービス 飲食業 5%

62,182 富山県 南砺市 出光井波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,183 富山県 南砺市 井波国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,184 富山県 南砺市 井口ＳＳ　株式会社タカサキ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,185 富山県 南砺市 エールラポア サービス 理容・美容業 5%

62,186 富山県 南砺市 エル・プライム　なかだ 小売業 電化製品 5%

62,187 富山県 南砺市 櫻明堂 小売業 家具・調度品 5%

62,188 富山県 南砺市 お酒とギフト かたやま 小売業 食料品 5%

62,189 富山県 南砺市 カーリボン竹原自動車 サービス その他サービス 5%

62,190 富山県 南砺市 金田城端ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,191 富山県 南砺市 かぶらや 小売業 食料品 5%

62,192 富山県 南砺市 カメラのマツエ 小売業 その他小売 5%

62,193 富山県 南砺市 季味の庵 サービス 飲食業 5%

62,194 富山県 南砺市 高文堂書店 高文堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,195 富山県 南砺市 菜彩や　フジタストア 小売業 総合（非専門） 5%

62,196 富山県 南砺市 サンテボーテ サービス 理容・美容業 5%

62,197 富山県 南砺市 蛇の目寿し サービス 飲食業 5%

62,198 富山県 南砺市 ジョアンナ靴カバン店 小売業 その他小売 5%

62,199 富山県 南砺市 城端ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,200 富山県 南砺市 西洋菓子ＴＡＫＥＵＭＡ その他業種 ー 5%
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62,201 富山県 南砺市 セルフ福野東部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,202 富山県 南砺市 総合衣料　池田屋 小売業 衣料品 5%

62,203 富山県 南砺市 タカシマ電化 小売業 電化製品 5%

62,204 富山県 南砺市 タカズーリ喜多 サービス その他サービス 5%

62,205 富山県 南砺市 竹原文林堂 小売業 家具・調度品 5%

62,206 富山県 南砺市 たこ楽福光店 サービス 飲食業 5%

62,207 富山県 南砺市 たんぱ薬局 小売業 その他小売 5%

62,208 富山県 南砺市 中華菜館　チュー福光店 サービス 飲食業 5%

62,209 富山県 南砺市 チューモク株式会社石油部 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,210 富山県 南砺市 珍品堂 小売業 その他小売 5%

62,211 富山県 南砺市 鶴見燃料店 小売業 その他小売 5%

62,212 富山県 南砺市 ティーエスヨシモト サービス その他サービス 5%

62,213 富山県 南砺市 テ－ラ－モリタ 小売業 衣料品 5%

62,214 富山県 南砺市 トミイ写真館 小売業 その他小売 5%

62,215 富山県 南砺市 セブン－イレブン南砺角田店 小売業 食料品 2%

62,216 富山県 南砺市 セブン－イレブン南砺やかた店 小売業 食料品 2%

62,217 富山県 南砺市 Ｎ．ＩＮＧ．たかた 小売業 電化製品 5%

62,218 富山県 南砺市 Ｎｅｗｉｎｇｌａｎｄやまでん 小売業 電化製品 5%

62,219 富山県 南砺市 野村プロパン 小売業 その他小売 5%

62,220 富山県 南砺市 坂東寝具店 小売業 その他小売 5%

62,221 富山県 南砺市 福野ＳＳ　石井石油有限会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,222 富山県 南砺市 福野東部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,223 富山県 南砺市 福光ＳＳ　南礪石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,224 富山県 南砺市 福光バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,225 富山県 南砺市 ｍｅａｔ　ｍｅｅｔ　ｃａｆｅ　勝乃屋 サービス 飲食業 5%

62,226 富山県 南砺市 みたに美容室 みたに美容室 サービス 理容・美容業 5%

62,227 富山県 南砺市 ミッシュ ローゼ ミッシュローゼ砺波店 小売業 食料品 5%

62,228 富山県 南砺市 （有）ニシムラ電化 小売業 電化製品 5%

62,229 富山県 入善町 出光入善ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,230 富山県 入善町 きもの京山　きもの京山入善店 小売業 衣料品 5%

62,231 富山県 入善町 黒部フリートＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,232 富山県 入善町 入善ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,233 富山県 入善町 セブン－イレブン入善椚山店 小売業 食料品 2%

62,234 富山県 入善町 バーデン明日 サービス 宿泊業 5%

62,235 富山県 入善町 ８番らーめん入善店 サービス 飲食業 2%

62,236 富山県 入善町 ピザテン・フォー　富山入善店　２ サービス その他サービス 5%

62,237 富山県 入善町 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｓａｌｏｎ　Ｋ サービス その他サービス 5%

62,238 富山県 入善町 マクドナルド８号線入善店 サービス 飲食業 2%

62,239 富山県 氷見市 秋吉　氷見店 サービス 飲食業 5%

62,240 富山県 氷見市 出光氷見バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,241 富山県 氷見市 おたんちん サービス 飲食業 5%

62,242 富山県 氷見市 おもちゃのベル 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,243 富山県 氷見市 菓子処山崎 小売業 食料品 5%

62,244 富山県 氷見市 河元サイクル商会 小売業 その他小売 5%

62,245 富山県 氷見市 久保 小売業 電化製品 5%

62,246 富山県 氷見市 幸町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,247 富山県 氷見市 株式会社三ノ宮燃料 小売業 その他小売 5%

62,248 富山県 氷見市 シーサイドハウス ボルカノ サービス 飲食業 5%

62,249 富山県 氷見市 Ｊ－Ｓｔｙｌｅ　富山氷見店 サービス その他サービス 5%

62,250 富山県 氷見市 新鮮市場ハッピータウン店 小売業 食料品 5%
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62,251 富山県 氷見市 新鮮市場プラファ店 小売業 食料品 5%

62,252 富山県 氷見市 スカイオガワ 小売業 電化製品 5%

62,253 富山県 氷見市 ツルセモータース 小売業 その他小売 5%

62,254 富山県 氷見市 飛田接骨院 飛田接骨院 サービス その他サービス 5%

62,255 富山県 氷見市 小林電機商会 小売業 電化製品 5%

62,256 富山県 氷見市 ニューイングランドあめだ 小売業 電化製品 5%

62,257 富山県 氷見市 Ｎ．ＩＮＧ．せと 小売業 電化製品 5%

62,258 富山県 氷見市 ８番らーめん氷見朝日丘店 サービス 飲食業 2%

62,259 富山県 氷見市 パピーくらぶ 小売業 その他小売 5%

62,260 富山県 氷見市 ＨＡＬＥ　Ｒｕ　ｈａｉｒ　ＨＡＬＥ　Ｒｕ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

62,261 富山県 氷見市 Ｂｅｅｒ　Ｃａｆｅ　ブルーミン サービス 飲食業 5%

62,262 富山県 氷見市 氷見　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,263 富山県 氷見市 セブン－イレブン氷見インター店 小売業 食料品 2%

62,264 富山県 氷見市 氷見うどん美濃屋 サービス 飲食業 5%

62,265 富山県 氷見市 氷見大電 小売業 電化製品 5%

62,266 富山県 氷見市 セブン－イレブン氷見加納店 小売業 食料品 2%

62,267 富山県 氷見市 セブン－イレブン氷見上泉店 小売業 食料品 2%

62,268 富山県 氷見市 セブン－イレブン氷見窪店 小売業 食料品 2%

62,269 富山県 氷見市 氷見バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,270 富山県 氷見市 触坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,271 富山県 氷見市 向ストア 小売業 総合（非専門） 5%

62,272 富山県 氷見市 メガネのハラダ　氷見店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,273 富山県 氷見市 森山電機 小売業 電化製品 5%

62,274 富山県 氷見市 （有）こーざぶろー サービス 宿泊業 5%

62,275 富山県 氷見市 料理旅館　はしもと屋 サービス 宿泊業 5%

62,276 石川県 穴水町 穴水バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,277 石川県 穴水町 旨い魚とごはん処奥のと酒場ほそ川 サービス 飲食業 5%

62,278 石川県 穴水町 ウミネコパーラー サービス 飲食業 5%

62,279 石川県 穴水町 ニュー穴水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,280 石川県 穴水町 能登牡蠣の宿キャッスル真名井 サービス 宿泊業 5%

62,281 石川県 穴水町 ８番らーめん穴水店 サービス 飲食業 2%

62,282 石川県 穴水町 ふらんせ 穴水店 サービス その他サービス 5%

62,283 石川県 穴水町 Ｙａｈａｔａ すしべん 此木店 サービス 飲食業 5%

62,284 石川県 内灘町 おきの書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,285 石川県 内灘町 株式会社ジャンティールキタカミ 小売業 その他小売 5%

62,286 石川県 内灘町 九州台所ハ兵衞 サービス 飲食業 5%

62,287 石川県 内灘町 グレイス・からき内灘 小売業 電化製品 5%

62,288 石川県 内灘町 シマノデンキ 小売業 電化製品 5%

62,289 石川県 内灘町 ジャンティール　ＫＩＴＡＫＡＭＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,290 石川県 内灘町 スズヤうちなだ スズヤうちなだ 小売業 電化製品 5%

62,291 石川県 内灘町 ８番らーめん内灘店 サービス 飲食業 2%

62,292 石川県 内灘町 ＨａｉｒＣｒｅａｔｅ Ａｕｂｅ サービス 理容・美容業 5%

62,293 石川県 内灘町 ヘアーサロン　髪匠 サービス 理容・美容業 5%

62,294 石川県 内灘町 ｈａｉｒｐｌｅａｓｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

62,295 石川県 内灘町 マクドナルド内灘店 サービス 飲食業 2%

62,296 石川県 内灘町 マルエー内灘店 小売業 その他小売 5%

62,297 石川県 内灘町 メイリョウ商事 小売業 電化製品 5%

62,298 石川県 内灘町 ロイヤルクリーニングコンフォモール内灘店 サービス その他サービス 5%

62,299 石川県 内灘町 ロイヤルクリーニングコンフォモール サービス その他サービス 5%

62,300 石川県 加賀市 亜樹ビューティーサロン サービス 理容・美容業 5%
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62,301 石川県 加賀市 秋吉　山代店 サービス 飲食業 5%

62,302 石川県 加賀市 アクティブハウス 小売業 電化製品 5%

62,303 石川県 加賀市 アクティブハウスＡｊｉｃｈｉ 小売業 電化製品 5%

62,304 石川県 加賀市 Ａｌｌａ　Ｃｏｎｔａｄｉｎａ サービス 飲食業 5%

62,305 石川県 加賀市 アンド・ふくおか 小売業 電化製品 5%

62,306 石川県 加賀市 アンド・やまはた 小売業 電化製品 5%

62,307 石川県 加賀市 ｅＰＬＡＮＳ・マツバラ 小売業 電化製品 5%

62,308 石川県 加賀市 ＹＥＬＬＯＷ　ＣＡＫＥ 小売業 衣料品 5%

62,309 石川県 加賀市 おばんざい今昔　いちごいちえ サービス 飲食業 5%

62,310 石川県 加賀市 出光東加賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,311 石川県 加賀市 ｅＰＬＡＮＳ・ニシノ 小売業 電化製品 5%

62,312 石川県 加賀市 ｅＰＬＡＮＳ・電光館 小売業 電化製品 5%

62,313 石川県 加賀市 燻 サービス 飲食業 5%

62,314 石川県 加賀市 イルカの散歩 サービス 理容・美容業 5%

62,315 石川県 加賀市 うどん・そば処　三津野 サービス 飲食業 5%

62,316 石川県 加賀市 漆工房ぬしや サービス その他サービス 5%

62,317 石川県 加賀市 Ｓ　Ｔ　ＲＵＫＩＡ　Ｓ　Ｔ　ＲＵＫＩＡ サービス 理容・美容業 5%

62,318 石川県 加賀市 ＮＳＳ山代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,319 石川県 加賀市 大下香仙工房 その他業種 ー 5%

62,320 石川県 加賀市 御菓子調進所　山海堂 小売業 食料品 5%

62,321 石川県 加賀市 御菓子司　丸福 小売業 食料品 5%

62,322 石川県 加賀市 お花見久兵衛 サービス 宿泊業 5%

62,323 石川県 加賀市 おようふくやさん　むろや 小売業 衣料品 5%

62,324 石川県 加賀市 温泉めい想倶楽部　冨士屋旅館 サービス 宿泊業 5%

62,325 石川県 加賀市 カ－ポ－ト分校ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,326 石川県 加賀市 セブン－イレブン加賀河南店 小売業 食料品 2%

62,327 石川県 加賀市 セブン－イレブン加賀市役所前店 小売業 食料品 2%

62,328 石川県 加賀市 加賀写真館 サービス その他サービス 5%

62,329 石川県 加賀市 セブン－イレブン加賀新保町店 小売業 食料品 2%

62,330 石川県 加賀市 セブン－イレブン加賀別所口店 小売業 食料品 2%

62,331 石川県 加賀市 かがり吉祥亭 サービス 宿泊業 5%

62,332 石川県 加賀市 加賀料理ばん亭 サービス 飲食業 5%

62,333 石川県 加賀市 鶴仙庵 サービス 宿泊業 5%

62,334 石川県 加賀市 片山津バル　牡丹 サービス 飲食業 5%

62,335 石川県 加賀市 片山津バル牡丹 サービス 飲食業 5%

62,336 石川県 加賀市 割鮮しんとく サービス 飲食業 5%

62,337 石川県 加賀市 有限会社　加藤呉服店 小売業 衣料品 5%

62,338 石川県 加賀市 かのや光楽苑 サービス 宿泊業 5%

62,339 石川県 加賀市 カフェ　らら　カフェらら サービス 飲食業 5%

62,340 石川県 加賀市 Ｃａｆ?　Ｒｕｂａｔｏ サービス 飲食業 5%

62,341 石川県 加賀市 亀寿司 サービス 飲食業 5%

62,342 石川県 加賀市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋加賀温泉駅前店 サービス 飲食業 2%

62,343 石川県 加賀市 有限会社キオン地所 その他業種 ー 5%

62,344 石川県 加賀市 吉祥やまなか サービス 宿泊業 5%

62,345 石川県 加賀市 ギャラリー＆茶房実生 小売業 食料品 5%

62,346 石川県 加賀市 ＧａｌｌｅｒｙＰＡＮＮＯＮＩＣＡ その他業種 ー 5%

62,347 石川県 加賀市 喜楽めでた屋 サービス 飲食業 5%

62,348 石川県 加賀市 株式会社　九谷美陶園 小売業 その他小売 5%

62,349 石川県 加賀市 九谷焼体験ギャラリーＣｏＣｏ サービス その他サービス 5%

62,350 石川県 加賀市 湖畔の宿　森本 サービス 宿泊業 5%

1247



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

①固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年8月21日　現在

※9月中に地図上に掲載予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

62,351 石川県 加賀市 コリヤンハウス山代店 サービス 飲食業 5%

62,352 石川県 加賀市 彩華の宿多々見 サービス 宿泊業 5%

62,353 石川県 加賀市 坂上自動車 サービス その他サービス 5%

62,354 石川県 加賀市 ＳＡＱＵＡ サービス 理容・美容業 5%

62,355 石川県 加賀市 カイロオフィスサンテ サービス その他サービス 5%

62,356 石川県 加賀市 Ｊ－Ｓｔｙｌｅ　石川加賀店 サービス その他サービス 5%

62,357 石川県 加賀市 時空堂 サービス その他サービス 5%

62,358 石川県 加賀市 しもつね 小売業 食料品 5%

62,359 石川県 加賀市 酒楽菜魚　芯 サービス 飲食業 5%

62,360 石川県 加賀市 有限会社白鷺木工 その他業種 ー 5%

62,361 石川県 加賀市 シルクロ陶芸体験工房 サービス その他サービス 5%

62,362 石川県 加賀市 翠明 サービス 宿泊業 5%

62,363 石川県 加賀市 スーパーホームセンターヤマキシ新加賀店 小売業 総合（非専門） 5%

62,364 石川県 加賀市 スギヤマ酒店 小売業 食料品 5%

62,365 石川県 加賀市 ＳＴＵＤＩＯ－ＭＥＳＳＥ 小売業 その他小売 5%

62,366 石川県 加賀市 すだに酒店 小売業 食料品 5%

62,367 石川県 加賀市 ｓｎｏｂｎｅｕ サービス 理容・美容業 5%

62,368 石川県 加賀市 炭焼チキン堂 サービス 飲食業 5%

62,369 石川県 加賀市 そば山背 サービス 飲食業 5%

62,370 石川県 加賀市 ソフトバンク　加賀 小売業 その他小売 5%

62,371 石川県 加賀市 大聖寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,372 石川県 加賀市 大聖寺治療院 サービス その他サービス 5%

62,373 石川県 加賀市 タイヤガレージまえだ 小売業 その他小売 5%

62,374 石川県 加賀市 たちばな四季亭 サービス 宿泊業 5%

62,375 石川県 加賀市 月ケーキ サービス 飲食業 5%

62,376 石川県 加賀市 ｔ?ＳＴＹＬＥ サービス 理容・美容業 5%

62,377 石川県 加賀市 ティーハウス　Ｐｏｔｉｃｏ サービス 飲食業 5%

62,378 石川県 加賀市 手打ちそば　加賀上杉 サービス 飲食業 5%

62,379 石川県 加賀市 手作り餃子長楽　手作り餃子　長樂 サービス 飲食業 5%

62,380 石川県 加賀市 ｄｏｇ＆ｃａｔＰＥＴＯＮ サービス その他サービス 5%

62,381 石川県 加賀市 トヨタレンタリース石川加賀温泉駅前店 その他業種 ー 2%

62,382 石川県 加賀市 ナオトヘアースタジオ サービス 理容・美容業 5%

62,383 石川県 加賀市 ＮＥＵＴＲＡＬ　ＫＡＧＡ 小売業 家具・調度品 5%

62,384 石川県 加賀市 ＮＯＯＫ　Ｇｒｅｅｎ 小売業 その他小売 5%

62,385 石川県 加賀市 ハートアンドピース 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,386 石川県 加賀市 パインダイナー サービス 飲食業 5%

62,387 石川県 加賀市 畑漆器店 小売業 家具・調度品 5%

62,388 石川県 加賀市 ８番らーめん大聖寺店 サービス 飲食業 2%

62,389 石川県 加賀市 葉渡莉 サービス 宿泊業 5%

62,390 石川県 加賀市 東出自動車商会 サービス その他サービス 5%

62,391 石川県 加賀市 東山ボヌール サービス 飲食業 5%

62,392 石川県 加賀市 美容室キララ サービス 理容・美容業 5%

62,393 石川県 加賀市 ファッションギャラリーハラ 小売業 衣料品 5%

62,394 石川県 加賀市 ＦＵＺＯＮ サービス 飲食業 5%

62,395 石川県 加賀市 ふるさと加賀店 サービス 飲食業 5%

62,396 石川県 加賀市 フレッシュフ－ドはまだ 小売業 総合（非専門） 5%

62,397 石川県 加賀市 僕 サービス 理容・美容業 5%

62,398 石川県 加賀市 ホテルききょう サービス 宿泊業 5%

62,399 石川県 加賀市 株式会社ホリズワーカーズ サービス その他サービス 5%

62,400 石川県 加賀市 マクドナルド加賀アビオシティ店 サービス 飲食業 2%
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62,401 石川県 加賀市 マルエー動橋店 小売業 その他小売 5%

62,402 石川県 加賀市 マルエー加茂店 小売業 その他小売 5%

62,403 石川県 加賀市 マルエー大聖寺店 小売業 その他小売 5%

62,404 石川県 加賀市 マルエー山中店 小売業 その他小売 5%

62,405 石川県 加賀市 マルタ化粧品店 小売業 その他小売 5%

62,406 石川県 加賀市 ｍｉｅ　ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

62,407 石川県 加賀市 ミートヤマモト 小売業 食料品 5%

62,408 石川県 加賀市 みどりの宿　萬松閣 サービス 宿泊業 5%

62,409 石川県 加賀市 みどりの宿萬松閣 サービス 宿泊業 5%

62,410 石川県 加賀市 南出陶苑 小売業 その他小売 5%

62,411 石川県 加賀市 有限会社ムラタフォトス サービス その他サービス 5%

62,412 石川県 加賀市 メイツ　かわしま 小売業 電化製品 5%

62,413 石川県 加賀市 ＭｏｏＭｏｏまきば サービス 飲食業 5%

62,414 石川県 加賀市 焼肉酒場ＭａＤａ サービス 飲食業 5%

62,415 石川県 加賀市 山田食堂 サービス 飲食業 5%

62,416 石川県 加賀市 山利電器 小売業 電化製品 5%

62,417 石川県 加賀市 山中　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,418 石川県 加賀市 山中温泉　花紫 サービス 宿泊業 5%

62,419 石川県 加賀市 有限会社　潮津酒店 小売業 その他小売 5%

62,420 石川県 加賀市 （有）大尾嘉漆器 小売業 その他小売 5%

62,421 石川県 加賀市 （有）石川漆宝堂 その他業種 ー 5%

62,422 石川県 加賀市 有限会社瑾齋 小売業 家具・調度品 5%

62,423 石川県 加賀市 ゆのくに天祥 サービス 宿泊業 5%

62,424 石川県 加賀市 吉崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,425 石川県 加賀市 吉崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,426 石川県 加賀市 リカーショップ　カワバタ 小売業 食料品 5%

62,427 石川県 加賀市 リビングきたの 小売業 総合（非専門） 5%

62,428 石川県 加賀市 瑠璃光 サービス 宿泊業 5%

62,429 石川県 加賀市 レストラン　フェアレディー サービス 飲食業 5%

62,430 石川県 加賀市 れん永昌堂 小売業 食料品 5%

62,431 石川県 加賀市 Ｒｏｃｋ　Ｄｉｎｅｒ　かどや喰堂 サービス 飲食業 5%

62,432 石川県 加賀市 ワンダフルセルフ加賀 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,433 石川県 金沢市 ＡＲＴ　ＦＯＲＭＥＳ サービス 理容・美容業 5%

62,434 石川県 金沢市 アート薬局 小売業 その他小売 5%

62,435 石川県 金沢市 ａｉｓｏｒａｓｈｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,436 石川県 金沢市 あいでんき 小売業 電化製品 5%

62,437 石川県 金沢市 ｉＰｈｏｎｅレスキュー２４ サービス その他サービス 5%

62,438 石川県 金沢市 Ｅｙｅ　Ｌａｓｈ　Ａｉｒｙ サービス 理容・美容業 5%

62,439 石川県 金沢市 ａｋａ‘ａｋａ サービス 飲食業 5%

62,440 石川県 金沢市 赤い靴べら杜の里工房 サービス その他サービス 5%

62,441 石川県 金沢市 あかり整体院 サービス その他サービス 5%

62,442 石川県 金沢市 秋吉　金沢片町店 サービス 飲食業 5%

62,443 石川県 金沢市 秋吉　香林坊店 サービス 飲食業 5%

62,444 石川県 金沢市 秋吉　新神田店 サービス 飲食業 5%

62,445 石川県 金沢市 秋吉　高柳店 サービス 飲食業 5%

62,446 石川県 金沢市 秋吉　近岡店 サービス 飲食業 5%

62,447 石川県 金沢市 秋吉　福久店 サービス 飲食業 5%

62,448 石川県 金沢市 秋吉もりの里店 サービス 飲食業 5%

62,449 石川県 金沢市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒｕｐｉａ金沢 サービス 理容・美容業 5%

62,450 石川県 金沢市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃａｒｄｉｎａｌ金沢 サービス 理容・美容業 5%
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62,451 石川県 金沢市 ＡＣＲＭＴＳＭ 小売業 衣料品 5%

62,452 石川県 金沢市 浅田屋旅館 サービス 宿泊業 5%

62,453 石川県 金沢市 アサノデンキ店 小売業 電化製品 5%

62,454 石川県 金沢市 アザレ化粧品グレース その他業種 ー 5%

62,455 石川県 金沢市 味処　髙﨑 サービス 飲食業 5%

62,456 石川県 金沢市 アスペン サービス その他サービス 5%

62,457 石川県 金沢市 ＡＸＩＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,458 石川県 金沢市 ＡＸＩＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,459 石川県 金沢市 睦 サービス 宿泊業 5%

62,460 石川県 金沢市 ＠ｇｒａｃｅ【アットグレイス】 サービス 理容・美容業 5%

62,461 石川県 金沢市 ｇｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

62,462 石川県 金沢市 アトム赤坂店 アトム赤坂店 小売業 電化製品 5%

62,463 石川県 金沢市 ａｎｉ ＨＡＩＲ ＤＥＳＩＧＮＩＧ アニーヘアーデザイニング サービス 理容・美容業 5%

62,464 石川県 金沢市 ＡＦＦＯＲＤ【アフォード】 サービス 理容・美容業 5%

62,465 石川県 金沢市 油与商店 小売業 食料品 5%

62,466 石川県 金沢市 アプレック サービス その他サービス 5%

62,467 石川県 金沢市 Ａ．Ｐ．Ｃ．　金沢店 小売業 衣料品 5%

62,468 石川県 金沢市 アマーレ サービス その他サービス 5%

62,469 石川県 金沢市 甘納豆かわむら 小売業 食料品 5%

62,470 石川県 金沢市 天野茶店 天野茶店 小売業 食料品 5%

62,471 石川県 金沢市 アミング金沢ベイ店 小売業 その他小売 5%

62,472 石川県 金沢市 アミング高尾店 小売業 その他小売 5%

62,473 石川県 金沢市 アミングモンファヴォリ 小売業 その他小売 5%

62,474 石川県 金沢市 アラフェルムドゥシンジロウ サービス 飲食業 5%

62,475 石川県 金沢市 Ａｒｕｋｕ【アルク】 サービス 理容・美容業 5%

62,476 石川県 金沢市 アレス サービス 理容・美容業 5%

62,477 石川県 金沢市 アロマ香房焚屋 サービス その他サービス 5%

62,478 石川県 金沢市 株式会社喜楽石油　粟ヶ崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,479 石川県 金沢市 ｕｎｓｏｕｒｉｒｅ サービス その他サービス 5%

62,480 石川県 金沢市 アンド・おおさき 小売業 電化製品 5%

62,481 石川県 金沢市 株式会社アンバーバス サービス 運輸業 5%

62,482 石川県 金沢市 Ｕｎ　Ｆｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

62,483 石川県 金沢市 ｕｎｆｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

62,484 石川県 金沢市 あんまやさん　どっとこむ サービス その他サービス 5%

62,485 石川県 金沢市 ｉｏｍａｒｅ サービス 飲食業 5%

62,486 石川県 金沢市 池島マッサージ療院 サービス 理容・美容業 5%

62,487 石川県 金沢市 池田屋 サービス 宿泊業 5%

62,488 石川県 金沢市 居酒屋　和が家　（ワガヤ） サービス 飲食業 5%

62,489 石川県 金沢市 居酒屋　カーサミア サービス 飲食業 5%

62,490 石川県 金沢市 居酒屋のがわ サービス 飲食業 5%

62,491 石川県 金沢市 石川県観光物産館 小売業 その他小売 5%

62,492 石川県 金沢市 石川県庁 職員食堂 サービス 飲食業 5%

62,493 石川県 金沢市 石川青果 小売業 食料品 5%

62,494 石川県 金沢市 石川ダイハツ販売　金沢駅西店 小売業 その他小売 5%

62,495 石川県 金沢市 石川ダイハツ販売高柳店 小売業 その他小売 5%

62,496 石川県 金沢市 石川ダイハツ販売横川店 小売業 その他小売 5%

62,497 石川県 金沢市 石川屋本舖　金沢百番街あんと店 小売業 食料品 5%

62,498 石川県 金沢市 石田漆器店　金沢百番街あんと店 小売業 その他小売 5%

62,499 石川県 金沢市 石焼ステーキ贅 石川金沢店 サービス 飲食業 5%

62,500 石川県 金沢市 泉丘自動車株式会社 サービス その他サービス 5%
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62,501 石川県 金沢市 泉野ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,502 石川県 金沢市 市安商店 小売業 食料品 5%

62,503 石川県 金沢市 一笑 小売業 食料品 5%

62,504 石川県 金沢市 逸味　潮屋　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

62,505 石川県 金沢市 逸味　潮屋　近江町店 小売業 食料品 5%

62,506 石川県 金沢市 出光金沢トラックステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,507 石川県 金沢市 イルーシー３００　杜の里店 小売業 衣料品 5%

62,508 石川県 金沢市 岩本清商店 小売業 その他小売 5%

62,509 石川県 金沢市 岩本清商店 小売業 家具・調度品 5%

62,510 石川県 金沢市 ＩｎＤ’ｓ サービス その他サービス 5%

62,511 石川県 金沢市 インディーズ　インディーズ 小売業 その他小売 5%

62,512 石川県 金沢市 インドレストランシャルマ示野本店 サービス 飲食業 5%

62,513 石川県 金沢市 ＶＩＢＥＳ 小売業 その他小売 5%

62,514 石川県 金沢市 Ｗｙｓ サービス 理容・美容業 5%

62,515 石川県 金沢市 ｗｉｔｈ ドッグケアサロン店 サービス その他サービス 5%

62,516 石川県 金沢市 ウーヴァウーヴァ サービス 飲食業 5%

62,517 石川県 金沢市 ｗａｒｍｔｈｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

62,518 石川県 金沢市 烏鶏庵　百番街店 小売業 食料品 5%

62,519 石川県 金沢市 うしおや　ひがし茶屋街店 サービス 飲食業 5%

62,520 石川県 金沢市 うつのみや　金沢香林坊店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,521 石川県 金沢市 うつのみや　小立野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,522 石川県 金沢市 旨い魚と野菜の金澤じわもん料理波の花 サービス 飲食業 5%

62,523 石川県 金沢市 エーアイディー　金沢店 小売業 家具・調度品 5%

62,524 石川県 金沢市 エイトヘアー サービス 理容・美容業 5%

62,525 石川県 金沢市 エキセー電化 小売業 電化製品 5%

62,526 石川県 金沢市 駅前馳走酒場よいよい サービス 飲食業 5%

62,527 石川県 金沢市 ＥＸＣＥＬアラキＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,528 石川県 金沢市 ＥＣＯｓｅｒｖｉｃｅ（ネットショップ・有限会社エコサービス北陸） その他業種 ー 5%

62,529 石川県 金沢市 エコチャージ 小売業 その他小売 5%

62,530 石川県 金沢市 ＥＳＣＡＰＥ 小売業 衣料品 5%

62,531 石川県 金沢市 ＥＳＴＡＣＩＯ　ＲＥＣＯＲＤＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,532 石川県 金沢市 エスマーケット 小売業 その他小売 5%

62,533 石川県 金沢市 美容室ｅｔｉｌｌ　ｅｔｉｌｌ サービス 理容・美容業 5%

62,534 石川県 金沢市 縁煌 小売業 その他小売 5%

62,535 石川県 金沢市 ＡＢホテル　金沢 サービス 宿泊業 5%

62,536 石川県 金沢市 ＡＢホテル金沢 サービス 宿泊業 5%

62,537 石川県 金沢市 エブリデイ・レコード 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,538 石川県 金沢市 エムオート サービス その他サービス 5%

62,539 石川県 金沢市 エリア１ヒロカミ西念店 小売業 電化製品 5%

62,540 石川県 金沢市 ＡＲＥＡ－１　ライフサワダ 小売業 電化製品 5%

62,541 石川県 金沢市 株式会社ＬＩＴＭ サービス その他サービス 5%

62,542 石川県 金沢市 Ｅｒｂａ サービス 理容・美容業 5%

62,543 石川県 金沢市 近江町海鮮丼家ひら井いちば館店 サービス 飲食業 5%

62,544 石川県 金沢市 近江町海鮮丼家ひら井本店 サービス 飲食業 5%

62,545 石川県 金沢市 Ｌａｇｏｏｎｃｏｍｍｕｎｉｔｙ＆ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

62,546 石川県 金沢市 オーシャンテーブル ＭＡ なべや金沢店 サービス 飲食業 5%

62,547 石川県 金沢市 大友楼新幹線金沢ホーム弁当 店 サービス 飲食業 5%

62,548 石川県 金沢市 大戸屋金沢松村店 サービス 飲食業 2%

62,549 石川県 金沢市 ＯＶＡＬパーキング　ガイモ サービス その他サービス 5%

62,550 石川県 金沢市 ｏｒｌｉｎｇｅｒｉｅ 小売業 衣料品 5%
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62,551 石川県 金沢市 御菓子司　雅風堂　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

62,552 石川県 金沢市 お好み焼き　つくし　お好み焼　つくし サービス 飲食業 5%

62,553 石川県 金沢市 OJICO金沢リント店 小売業 衣料品 5%

62,554 石川県 金沢市 おすしと和食はた中 サービス 飲食業 5%

62,555 石川県 金沢市 織田寝具株式会社 その他業種 ー 5%

62,556 石川県 金沢市 お多福　金沢百番街店 サービス 飲食業 5%

62,557 石川県 金沢市 オリエンタルブルーイング　金沢百番街 サービス 飲食業 5%

62,558 石川県 金沢市 オリックスレンタカー金沢駅兼六園口（東口）店 サービス その他サービス 2%

62,559 石川県 金沢市 オリックスレンタカー金沢駅西口店 サービス その他サービス 2%

62,560 石川県 金沢市 オリックスレンタカー金沢長田店 サービス その他サービス 2%

62,561 石川県 金沢市 オリックスレンタカー金沢東インター店 サービス その他サービス 2%

62,562 石川県 金沢市 オリベ動物病院 サービス その他サービス 5%

62,563 石川県 金沢市 ｏｌｅｈ－ｏｌｅｈ　金沢店 小売業 衣料品 5%

62,564 石川県 金沢市 尾張町ビヤスタンド サービス 飲食業 5%

62,565 石川県 金沢市 温野菜　金沢駅ビル店 サービス 飲食業 2%

62,566 石川県 金沢市 温野菜もりの里店 サービス 飲食業 2%

62,567 石川県 金沢市 株式会社　プロサービス サービス その他サービス 5%

62,568 石川県 金沢市 カークラフト モトヤ サービス その他サービス 5%

62,569 石川県 金沢市 カーケアステーション二口 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,570 石川県 金沢市 カーコンビニ倶楽部カートップ 小売業 その他小売 5%

62,571 石川県 金沢市 ガーラ金澤プレミナンス 小売業 その他小売 5%

62,572 石川県 金沢市 海鮮丼とちょいｓｕｓｈｉ　魚菜屋　あんと店 サービス 飲食業 5%

62,573 石川県 金沢市 快適視生活サポート　ＯｐｔＰａｌ 小売業 その他小売 5%

62,574 石川県 金沢市 カイロ＆セラピーｓｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

62,575 石川県 金沢市 加賀藩御用菓子司　森八 小売業 食料品 5%

62,576 石川県 金沢市 加賀麩　不室屋　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

62,577 石川県 金沢市 加賀麩司　宮田　百番街店 小売業 食料品 5%

62,578 石川県 金沢市 牡蠣小屋　侍　片町店 サービス 飲食業 5%

62,579 石川県 金沢市 カジ モータース 小売業 その他小売 5%

62,580 石川県 金沢市 菓匠まつ井　金沢百番街あんど店 小売業 食料品 5%

62,581 石川県 金沢市 菓匠みのや　金沢百番街あんと店 小売業 食料品 5%

62,582 石川県 金沢市 カシワギ電機 小売業 電化製品 5%

62,583 石川県 金沢市 片町ツアーホテル サービス 宿泊業 5%

62,584 石川県 金沢市 カット＆エステ　　アズアズ サービス 理容・美容業 5%

62,585 石川県 金沢市 カット＆エステ　ユキノ サービス 理容・美容業 5%

62,586 石川県 金沢市 ＣＵＴ　ＳＴＵＤＩＯ　ＳＵＮＤＡＹ サービス 理容・美容業 5%

62,587 石川県 金沢市 カットスタジオＷＨＯ？ＷＥＳＴ サービス 理容・美容業 5%

62,588 石川県 金沢市 カットスペースゲスト サービス 理容・美容業 5%

62,589 石川県 金沢市 カットスペースゲスト サービス 理容・美容業 5%

62,590 石川県 金沢市 ＣＵＴ　ＰＬＡＣＥ　しめの サービス 理容・美容業 5%

62,591 石川県 金沢市 加藤皓陽堂　百番街店 小売業 食料品 5%

62,592 石川県 金沢市 金澤　斉や サービス 飲食業 5%

62,593 石川県 金沢市 金澤　斉や　（お弁当配達） サービス 飲食業 5%

62,594 石川県 金沢市 金澤　福うさぎ　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

62,595 石川県 金沢市 金沢　ヤマト醤油味噌　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

62,596 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢浅野本町店 小売業 食料品 2%

62,597 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢有松５丁目店 小売業 食料品 2%

62,598 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢池田町店 小売業 食料品 2%

62,599 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢泉野出町１丁目店 小売業 食料品 2%

62,600 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢泉野町店 小売業 食料品 2%

1252



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

①固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年8月21日　現在

※9月中に地図上に掲載予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

62,601 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢入江１丁目店 小売業 食料品 2%

62,602 石川県 金沢市 金沢営業所 その他業種 ー 5%

62,603 石川県 金沢市 金沢駅西ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,604 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ金沢駅西店 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,605 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　金沢駅西店セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,606 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢駅西本町３丁目店 小売業 食料品 2%

62,607 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢円光寺本町店 小売業 食料品 2%

62,608 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢大桑２丁目店 小売業 食料品 2%

62,609 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢大額３丁目店 小売業 食料品 2%

62,610 石川県 金沢市 金澤尾張町　朝食茶屋　こかりあん サービス 飲食業 5%

62,611 石川県 金沢市 金沢ＣＡＳＡ２ 小売業 衣料品 5%

62,612 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢片町中央店 小売業 食料品 2%

62,613 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢北安江４丁目店 小売業 食料品 2%

62,614 石川県 金沢市 金澤牛かつ小林　横川店 サービス 飲食業 5%

62,615 石川県 金沢市 金澤着楽々　ひがし茶屋街本店 小売業 衣料品 5%

62,616 石川県 金沢市 金沢ギルド サービス 飲食業 5%

62,617 石川県 金沢市 金沢クラーク動物病院 サービス その他サービス 5%

62,618 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢鞍月４丁目店 小売業 食料品 2%

62,619 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢小金町店 小売業 食料品 2%

62,620 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢古府３丁目店 小売業 食料品 2%

62,621 石川県 金沢市 金澤斉や サービス 飲食業 5%

62,622 石川県 金沢市 金沢百番街　金沢地酒蔵 小売業 食料品 5%

62,623 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢昭和町店 小売業 食料品 2%

62,624 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢専光寺町店 小売業 食料品 2%

62,625 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢高岡町店 小売業 食料品 2%

62,626 石川県 金沢市 金澤玉寿司　金沢百番街あんと店 サービス 飲食業 5%

62,627 石川県 金沢市 金澤田丸屋 サービス その他サービス 5%

62,628 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢近岡町店 小売業 食料品 2%

62,629 石川県 金沢市 金澤ちとせ珈琲 サービス 飲食業 5%

62,630 石川県 金沢市 金澤ちとせ珈琲　百番街店 サービス 飲食業 5%

62,631 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢中央郵便局前店 小売業 食料品 2%

62,632 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢問屋町２丁目店 小売業 食料品 2%

62,633 石川県 金沢市 金沢西インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,634 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ金沢西インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,635 石川県 金沢市 金沢の味　風土菓　板屋　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

62,636 石川県 金沢市 金沢の着物レンタルあかり サービス その他サービス 5%

62,637 石川県 金沢市 金沢白鳥路　ホテル山楽 サービス 宿泊業 5%

62,638 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢平和町店 小売業 食料品 2%

62,639 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢芳斉２丁目店 小売業 食料品 2%

62,640 石川県 金沢市 金澤北珍　肴の匠　金沢百番街店 サービス 飲食業 5%

62,641 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢保古３丁目店 小売業 食料品 2%

62,642 石川県 金沢市 金沢補聴器センター有松店 小売業 その他小売 5%

62,643 石川県 金沢市 金沢補聴器センター金沢店 小売業 その他小売 5%

62,644 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢松村町店 小売業 食料品 2%

62,645 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢松村４丁目店 小売業 食料品 2%

62,646 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢三池店 小売業 食料品 2%

62,647 石川県 金沢市 ＫａｎａｚａｗａＭｕｓｉｃＢａｒ サービス 飲食業 5%

62,648 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢三馬３丁目店 小売業 食料品 2%

62,649 石川県 金沢市 金沢もりの里レコード魔法陣 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,650 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢諸江町店 小売業 食料品 2%
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62,651 石川県 金沢市 金沢焼肉楽処　万場　駅前本店 サービス 飲食業 5%

62,652 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢矢木２丁目店 小売業 食料品 2%

62,653 石川県 金沢市 金沢焼ふぐ夢鉄砲 サービス 飲食業 5%

62,654 石川県 金沢市 金澤屋珈琲店　近江町市場店 小売業 食料品 5%

62,655 石川県 金沢市 金澤屋珈琲店本店 小売業 食料品 5%

62,656 石川県 金沢市 金沢湯涌ゲストハウス サービス 宿泊業 5%

62,657 石川県 金沢市 金沢湯涌ゲストハウス サービス その他サービス 5%

62,658 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢横川６丁目店 小売業 食料品 2%

62,659 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢吉原町店 小売業 食料品 2%

62,660 石川県 金沢市 かなざわ 凛や かなざわ 凛や サービス その他サービス 5%

62,661 石川県 金沢市 金沢わらじ屋 金沢百番街あんと店 小売業 総合（非専門） 5%

62,662 石川県 金沢市 ＫａｎａｍｅＩＮＮＴａｔｅｍａｃｈｉ サービス 宿泊業 5%

62,663 石川県 金沢市 ＫＡＮＡＭＥ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

62,664 石川県 金沢市 Ｋａｎａｍｅ　ＨＯＳＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

62,665 石川県 金沢市 かなやキッチン サービス 飲食業 5%

62,666 石川県 金沢市 金沢東インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,667 石川県 金沢市 カフェ　スミカグラス サービス 飲食業 5%

62,668 石川県 金沢市 カフェ　レンテ サービス 飲食業 5%

62,669 石川県 金沢市 Ｃａｆｅ　Ａｐａｃｈｅ サービス 飲食業 5%

62,670 石川県 金沢市 カフェ・アルコ　スタツイオーネ　金沢百番街 サービス 飲食業 5%

62,671 石川県 金沢市 株式会社 日本美装 わが家の主治医 日本美装 サービス その他サービス 5%

62,672 石川県 金沢市 株式会社　一献 サービス 飲食業 5%

62,673 石川県 金沢市 株式会社　島田モータース　株式会社　島田モータース サービス その他サービス 5%

62,674 石川県 金沢市 株式会社アイエーテック 小売業 その他小売 5%

62,675 石川県 金沢市 株式会社クラモト・氷業 小売業 総合（非専門） 5%

62,676 石川県 金沢市 ＩｎＫａｎａｚａｗａＨｏｕｓｅ サービス 理容・美容業 5%

62,677 石川県 金沢市 株式会社　タナカ　ジム 小売業 その他小売 5%

62,678 石川県 金沢市 株式会社フジカラー北陸 サービス その他サービス 5%

62,679 石川県 金沢市 株式会社ホクチン 小売業 食料品 5%

62,680 石川県 金沢市 株式会社前田書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,681 石川県 金沢市 株式会社前田書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,682 石川県 金沢市 株式会社三崎ストアーパセオ店 小売業 食料品 5%

62,683 石川県 金沢市 株式会社三崎ストアーモモサカ店 小売業 食料品 5%

62,684 石川県 金沢市 株式会社三崎ストアー森本店 小売業 食料品 5%

62,685 石川県 金沢市 株式会社リビック金沢　金沢営業所 小売業 その他小売 5%

62,686 石川県 金沢市 Ｃａｂｒｉｏ 小売業 その他小売 5%

62,687 石川県 金沢市 がブリチキン　　金沢東口店 サービス 飲食業 5%

62,688 石川県 金沢市 ＫａＢｏＳ大桑店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,689 石川県 金沢市 紙あさくら 小売業 家具・調度品 5%

62,690 石川県 金沢市 髪工房ＦＵＫＵＤＡ サービス 理容・美容業 5%

62,691 石川県 金沢市 髪物語 サービス 理容・美容業 5%

62,692 石川県 金沢市 カメリアイン雪椿 サービス 宿泊業 5%

62,693 石川県 金沢市 カメレオンクラブ　駅西本町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

62,694 石川県 金沢市 カメレオンクラブ　福久店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

62,695 石川県 金沢市 かもめタクシー 金沢 ２０１ サービス 運輸業 5%

62,696 石川県 金沢市 カラオケパラダイス　金沢店 サービス 飲食業 5%

62,697 石川県 金沢市 からなしの上 サービス 飲食業 5%

62,698 石川県 金沢市 かりあげくん　高柳店エリアＣ サービス 理容・美容業 5%

62,699 石川県 金沢市 Ｃａｒｎｅ　ＧＲＡＮＤＥ　カナザワテン サービス 飲食業 5%

62,700 石川県 金沢市 ガレージ　スペシャル サービス その他サービス 5%
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62,701 石川県 金沢市 ガレージ　ガイム サービス その他サービス 5%

62,702 石川県 金沢市 ガレージ西泉 サービス 飲食業 5%

62,703 石川県 金沢市 ガレージボス　ガレージボス その他業種 ー 5%

62,704 石川県 金沢市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋金沢西インター店 サービス 飲食業 2%

62,705 石川県 金沢市 河内屋　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

62,706 石川県 金沢市 カワベデンキ 小売業 電化製品 5%

62,707 石川県 金沢市 カンディハウス金沢支店 小売業 家具・調度品 5%

62,708 石川県 金沢市 甘路 サービス 飲食業 5%

62,709 石川県 金沢市 個人菊川タクシー サービス 運輸業 5%

62,710 石川県 金沢市 菊川町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,711 石川県 金沢市 木倉や　金沢百番街店 小売業 その他小売 5%

62,712 石川県 金沢市 季節料理　おでん　黒百合 サービス 飲食業 5%

62,713 石川県 金沢市 北川呉服店 小売業 衣料品 5%

62,714 石川県 金沢市 喜多ハウジング本社 サービス その他サービス 5%

62,715 石川県 金沢市 喫茶 Ｎ サービス 飲食業 5%

62,716 石川県 金沢市 キャラバンサライ泉が丘店 泉が丘店 小売業 食料品 5%

62,717 石川県 金沢市 キャラバンサライ武蔵店 武蔵店 小売業 食料品 5%

62,718 石川県 金沢市 キャラバンサライ　本店 小売業 食料品 5%

62,719 石川県 金沢市 キャラバンサライ松村店 小売業 食料品 5%

62,720 石川県 金沢市 牛角金沢桜田店 サービス 飲食業 2%

62,721 石川県 金沢市 魚界人 サービス 飲食業 5%

62,722 石川県 金沢市 金銀箔工芸さくだ　町屋店 小売業 その他小売 5%

62,723 石川県 金沢市 キングオブステーション仙石 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,724 石川県 金沢市 金大カットサロン 金大カットサロン サービス 理容・美容業 5%

62,725 石川県 金沢市 きんつば中田屋　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

62,726 石川県 金沢市 金箔屋さくだ　茶屋街支店 小売業 その他小売 5%

62,727 石川県 金沢市 串こよみ　もりの里店 サービス 飲食業 5%

62,728 石川県 金沢市 串こよみ　もりの里店 サービス 飲食業 5%

62,729 石川県 金沢市 串酒場大笑 サービス 飲食業 5%

62,730 石川県 金沢市 薬のライフ 小売業 その他小売 5%

62,731 石川県 金沢市 薬屋カフェ サービス 飲食業 5%

62,732 石川県 金沢市 靴下屋　金沢百番街RINTO店 小売業 衣料品 2%

62,733 石川県 金沢市 Ｔｒａｖｅｌｅｒ＇ｓｌｏｕｎｇｅＴＲＡＦＦＩＣ サービス 飲食業 5%

62,734 石川県 金沢市 鞍月スポーツクラブ サービス その他サービス 5%

62,735 石川県 金沢市 グランリーナ金沢　ほぼ駅前ホテル サービス 宿泊業 5%

62,736 石川県 金沢市 クリーニング・ロシ　藤江店 サービス その他サービス 5%

62,737 石川県 金沢市 Ｇｒｅｅｎ　Ｃｈｉｃｋ 小売業 衣料品 5%

62,738 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅグリーンポート金沢店 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,739 石川県 金沢市 クリエーションハウス その他業種 ー 5%

62,740 石川県 金沢市 クリーニング・ロシ大徳店 サービス その他サービス 5%

62,741 石川県 金沢市 ＧＲＩＬＬ　ＧＲＡＬＬ サービス 飲食業 5%

62,742 石川県 金沢市 グレイス・きたいち 小売業 電化製品 5%

62,743 石川県 金沢市 グレイス・みやでん 小売業 電化製品 5%

62,744 石川県 金沢市 グレイス・かみさか 小売業 電化製品 5%

62,745 石川県 金沢市 グレイス きたいち グレイス きたいち 小売業 電化製品 5%

62,746 石川県 金沢市 グレイス・なかやま 小売業 電化製品 5%

62,747 石川県 金沢市 グレイス・ひかり 小売業 電化製品 5%

62,748 石川県 金沢市 ＢＡＬＡＮＣＥ サービス 理容・美容業 5%

62,749 石川県 金沢市 黒鶏 サービス 飲食業 5%

62,750 石川県 金沢市 Ｋｕｒｏｎｅｃｏ Ｊａｃｋ サービス 飲食業 5%
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62,751 石川県 金沢市 群青の月 サービス その他サービス 5%

62,752 石川県 金沢市 ＫＣＳセンター金沢院　ＫＣＳセンター金沢院 その他業種 ー 5%

62,753 石川県 金沢市 ＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥＫＡＤＯＹＡＳＵ サービス その他サービス 5%

62,754 石川県 金沢市 ゲストハウス泊家 サービス その他サービス 5%

62,755 石川県 金沢市 ゲストハウスポンギー サービス その他サービス 5%

62,756 石川県 金沢市 兼六亭 小売業 その他小売 5%

62,757 石川県 金沢市 兼六鈑金塗装工場 サービス その他サービス 5%

62,758 石川県 金沢市 コイル サービス 飲食業 5%

62,759 石川県 金沢市 セブンーイレブンＫＯＹＯ石川県立中央病院店 小売業 食料品 2%

62,760 石川県 金沢市 セブンーイレブンＫＯＹＯ金沢医療センター店 小売業 食料品 2%

62,761 石川県 金沢市 コープおおぬか 小売業 食料品 5%

62,762 石川県 金沢市 コープたまぼこ 小売業 食料品 5%

62,763 石川県 金沢市 ゴールドカレー本店 サービス 飲食業 5%

62,764 石川県 金沢市 小顔整顔サロンＮｏ．３?ｔｈｒｅｅ? サービス その他サービス 5%

62,765 石川県 金沢市 ＣＯＣＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

62,766 石川県 金沢市 ｋｏｓｈｉｄａ 小売業 その他小売 5%

62,767 石川県 金沢市 越山甘清堂 杜の里店 小売業 食料品 5%

62,768 石川県 金沢市 越山甘清堂 近江町店 小売業 食料品 5%

62,769 石川県 金沢市 個人高戸交通 サービス 運輸業 5%

62,770 石川県 金沢市 コソバ・リビング 小売業 電化製品 5%

62,771 石川県 金沢市 古美術高辻 小売業 家具・調度品 5%

62,772 石川県 金沢市 小路 サービス 飲食業 5%

62,773 石川県 金沢市 香むぎ　香むぎ サービス 飲食業 5%

62,774 石川県 金沢市 ゴルフスタジオゾーン 小売業 その他小売 5%

62,775 石川県 金沢市 金剛堂　北陸本店 小売業 家具・調度品 5%

62,776 石川県 金沢市 コンディショニングＳＩＮ その他業種 ー 5%

62,777 石川県 金沢市 ＣＯＭＦＹ 小売業 家具・調度品 5%

62,778 石川県 金沢市 Ｔｈｅ　Ｇｏｄｂｕｒｇｅｒ サービス 飲食業 5%

62,779 石川県 金沢市 ＨＴＢ骨盤矯正 サービス 理容・美容業 5%

62,780 石川県 金沢市 菜香樓　新館 サービス 飲食業 5%

62,781 石川県 金沢市 菜香楼　百番街店 サービス 飲食業 5%

62,782 石川県 金沢市 菜喰安心院 サービス 飲食業 5%

62,783 石川県 金沢市 催事和菓子　越山甘清堂 金沢百番街店 小売業 食料品 5%

62,784 石川県 金沢市 坂上彫刻店 その他業種 ー 5%

62,785 石川県 金沢市 茶菓工房たろう　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

62,786 石川県 金沢市 酒屋彌三郎 サービス 飲食業 5%

62,787 石川県 金沢市 サクマカデン 小売業 電化製品 5%

62,788 石川県 金沢市 酒猿丸 小売業 その他小売 5%

62,789 石川県 金沢市 サケショップ　福光屋　金沢店 小売業 食料品 5%

62,790 石川県 金沢市 酒の井なみ屋 小売業 食料品 5%

62,791 石川県 金沢市 酒のたみや 小売業 その他小売 5%

62,792 石川県 金沢市 酒のぬまた 小売業 その他小売 5%

62,793 石川県 金沢市 刺身屋 サービス 飲食業 5%

62,794 石川県 金沢市 ザバーバーショップスピークイージー サービス 理容・美容業 5%

62,795 石川県 金沢市 Ｓａｌｏｎ－ａｎｅｍｏｎｅ サービス 理容・美容業 5%

62,796 石川県 金沢市 サロンるーな　サロンるーな サービス 理容・美容業 5%

62,797 石川県 金沢市 サングラスとカフェ　Ｍｉｔｏ 小売業 その他小売 5%

62,798 石川県 金沢市 サン　すいーと 小売業 電化製品 5%

62,799 石川県 金沢市 三洋商店 小売業 食料品 5%

62,800 石川県 金沢市 ＣＩＡＲＴＯＲ サービス 理容・美容業 5%
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62,801 石川県 金沢市 Ｃ：ｈａｉｒ　【シーヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

62,802 石川県 金沢市 ＣＭＯＳ サービス その他サービス 5%

62,803 石川県 金沢市 Ｊ－Ｓｔｙｌｅ　金沢八日市店 サービス その他サービス 5%

62,804 石川県 金沢市 ジェームス鞍月店 小売業 その他小売 2%

62,805 石川県 金沢市 ＳｉｅｓｔａＫａｎａｚａｗａ サービス 理容・美容業 5%

62,806 石川県 金沢市 塩屋印房 小売業 その他小売 5%

62,807 石川県 金沢市 自家焙煎ミステリーカフェ謎屋珈琲店　謎屋珈琲店 サービス 飲食業 5%

62,808 石川県 金沢市 四季のテーブル サービス 飲食業 5%

62,809 石川県 金沢市 四季のテーブル　四季のテーブル サービス 飲食業 5%

62,810 石川県 金沢市 仕事人 小売業 その他小売 5%

62,811 石川県 金沢市 金沢炉端　肉る’ｓ－ミートルズ－ サービス 飲食業 5%

62,812 石川県 金沢市 四十万谷本舗　百番街あんと店 小売業 食料品 5%

62,813 石川県 金沢市 四十萬谷本舗　弥生本店 小売業 食料品 5%

62,814 石川県 金沢市 ６ｅｔｈａｎｂａｒｂｅｒｐｒｏｊｅｃｔ サービス その他サービス 5%

62,815 石川県 金沢市 芝寿し　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

62,816 石川県 金沢市 柴舟小出　百番街店 小売業 食料品 5%

62,817 石川県 金沢市 島崎燃料 小売業 その他小売 5%

62,818 石川県 金沢市 清水電機商会 小売業 電化製品 5%

62,819 石川県 金沢市 ＳＨＡＲＩＮＫａｎａｚａｗａＴｒａｖｅｌｅｒ＇ｓＩｎｎ サービス その他サービス 5%

62,820 石川県 金沢市 ジャンティールキタカミタテマチ店 小売業 その他小売 5%

62,821 石川県 金沢市 舟楽 近江町本店 小売業 食料品 5%

62,822 石川県 金沢市 jouete 金沢百番街Rinto店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,823 石川県 金沢市 ＳＵＧＡＲＤＡＹＳ 小売業 衣料品 5%

62,824 石川県 金沢市 酒千庵水上 酒千庵水上 小売業 食料品 5%

62,825 石川県 金沢市 酒房 サービス 飲食業 5%

62,826 石川県 金沢市 酒味処 馬づら サービス 飲食業 5%

62,827 石川県 金沢市 旬彩和食　口福 サービス 飲食業 5%

62,828 石川県 金沢市 ジュンナパーク 小売業 その他小売 5%

62,829 石川県 金沢市 ジョイフル恵利　片町きらら　金沢店 サービス その他サービス 5%

62,830 石川県 金沢市 城東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,831 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ城南店 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,832 石川県 金沢市 松風園茶舗 小売業 食料品 5%

62,833 石川県 金沢市 小立庵 サービス 飲食業 5%

62,834 石川県 金沢市 ジョルノ サービス 理容・美容業 5%

62,835 石川県 金沢市 しらたまや 小売業 その他小売 5%

62,836 石川県 金沢市 ＪＩＮＪＵＲ 小売業 食料品 5%

62,837 石川県 金沢市 新鮮酒場キサラギ サービス 飲食業 5%

62,838 石川県 金沢市 眞美堂 小売業 その他小売 5%

62,839 石川県 金沢市 ｓｋｙ サービス 理容・美容業 5%

62,840 石川県 金沢市 スカイ三協 小売業 電化製品 5%

62,841 石川県 金沢市 スカイ中央 小売業 電化製品 5%

62,842 石川県 金沢市 スギタ 小売業 電化製品 5%

62,843 石川県 金沢市 杉野屋　与作　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

62,844 石川県 金沢市 数寄屋風旅館　からさわ サービス 宿泊業 5%

62,845 石川県 金沢市 Ｓｕｋｈｕｍｖｉｔ サービス 理容・美容業 5%

62,846 石川県 金沢市 すし食いねえ！金沢寺地店 サービス 飲食業 5%

62,847 石川県 金沢市 すし食いねえ！県庁前店 サービス 飲食業 5%

62,848 石川県 金沢市 寿し駒兼六園店 寿し駒 兼六園店 サービス 飲食業 5%

62,849 石川県 金沢市 すし捨 サービス 飲食業 5%

62,850 石川県 金沢市 鮨処　秀よし サービス 飲食業 5%
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62,851 石川県 金沢市 すゞめ金沢百番街店 小売業 食料品 5%

62,852 石川県 金沢市 スタイリストゴトウ駅西店 小売業 その他小売 5%

62,853 石川県 金沢市 ＳｔｙｌｉｓｈＣｈｉｎｅｓｅ ＳＨＥＮＧ サービス 飲食業 5%

62,854 石川県 金沢市 ＳＴＡＹ＆ＷＡＳＨＫａｎａｚａｗａ サービス その他サービス 5%

62,855 石川県 金沢市 ＳＴＡＹ ＷＡＳＨ Ｋａｎａｚａｗａ サービス 宿泊業 5%

62,856 石川県 金沢市 ＳＴＯＣＫ 小売業 衣料品 5%

62,857 石川県 金沢市 ストロベリーコーンズ　ナポリの窯　金沢八日市店 サービス 飲食業 2%

62,858 石川県 金沢市 スピードショップファントム 小売業 その他小売 5%

62,859 石川県 金沢市 スポーツショップＮＯＢＵ 小売業 その他小売 5%

62,860 石川県 金沢市 スマイルプラザ鈴見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,861 石川県 金沢市 ＳＭＡＰＰＬＥ金沢店 サービス その他サービス 5%

62,862 石川県 金沢市 炭火やきとり　どっかん。 サービス 飲食業 5%

62,863 石川県 金沢市 すみよしや旅館 サービス 宿泊業 5%

62,864 石川県 金沢市 生活彩家済生会金沢病院店 小売業 総合（非専門） 2%

62,865 石川県 金沢市 生活雑貨ＬＩＮＥ 小売業 衣料品 5%

62,866 石川県 金沢市 清香室町　金沢百番街あんと店 小売業 食料品 5%

62,867 石川県 金沢市 制服リユース　リクル 小売業 総合（非専門） 5%

62,868 石川県 金沢市 西洋膳所　鏑木　【かぶらき】 サービス 飲食業 5%

62,869 石川県 金沢市 税理士法人中山会計 サービス その他サービス 5%

62,870 石川県 金沢市 ギャラリーセーブル その他業種 ー 5%

62,871 石川県 金沢市 世界の食品　ダイヤモンド　塩干部 小売業 食料品 5%

62,872 石川県 金沢市 世界の食品　ダイヤモンド　青果部 小売業 食料品 5%

62,873 石川県 金沢市 世界の食品ダイヤモンド 小売業 食料品 5%

62,874 石川県 金沢市 CEPO。。STATICE　金沢百番街Rinto店 小売業 衣料品 5%

62,875 石川県 金沢市 セルフ泉野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,876 石川県 金沢市 セルフ畝田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,877 石川県 金沢市 セルフ金沢駅西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,878 石川県 金沢市 セルフ戸板ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,879 石川県 金沢市 セルフ長坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,880 石川県 金沢市 セルフ長坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,881 石川県 金沢市 セルフ福久東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,882 石川県 金沢市 セルフプラザ鳴和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,883 石川県 金沢市 セルフプラザ元町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,884 石川県 金沢市 セルフプラザ八日市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,885 石川県 金沢市 セルフ増泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,886 石川県 金沢市 セルフ松村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,887 石川県 金沢市 セルフみなとＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,888 石川県 金沢市 セルフ三馬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,889 石川県 金沢市 セルフ三馬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,890 石川県 金沢市 セレクトリサイクルムギ 小売業 その他小売 5%

62,891 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセレンディピティ大河端店 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,892 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセントラル金石店 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,893 石川県 金沢市 相互自動車商事　株式会社 小売業 その他小売 5%

62,894 石川県 金沢市 創作漆器わこう　金沢百番街店 小売業 その他小売 5%

62,895 石川県 金沢市 底曳き割烹もんぜん サービス 飲食業 5%

62,896 石川県 金沢市 Ｓｏｐｗｉｔｈ　ｃａｍｅｌ　Ｓｏｐｗｉｔｈ　ｃａｍｅｌ 小売業 衣料品 5%

62,897 石川県 金沢市 ソフトバンク 有松 小売業 その他小売 5%

62,898 石川県 金沢市 ソフトバンク 有松 小売業 その他小売 5%

62,899 石川県 金沢市 ソフトバンク 金沢県庁前 小売業 その他小売 5%

62,900 石川県 金沢市 染工房石田 小売業 衣料品 5%
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62,901 石川県 金沢市 だいご　創作焼肉料理だいご サービス 飲食業 5%

62,902 石川県 金沢市 ｄｉｎｉｎｇ　ｂａｒ　ＪＯＩＮＩＮＧ サービス 飲食業 5%

62,903 石川県 金沢市 Ｔａｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

62,904 石川県 金沢市 タイヤハウスまきの 小売業 その他小売 5%

62,905 石川県 金沢市 大漁居酒屋まぐろがんち サービス 飲食業 5%

62,906 石川県 金沢市 高尾台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,907 石川県 金沢市 高木屋　金沢百番街あんと店 小売業 食料品 5%

62,908 石川県 金沢市 高砂屋　百番街あんと店 小売業 食料品 5%

62,909 石川県 金沢市 高橋俊充デザイン室 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,910 石川県 金沢市 ｔ．ａ．ｇ サービス 理容・美容業 5%

62,911 石川県 金沢市 竹雄自動車 小売業 その他小売 5%

62,912 石川県 金沢市 畳世 小売業 衣料品 5%

62,913 石川県 金沢市 ＴＡＣＨＩＮＯ　ＣＨＩＥ その他業種 ー 5%

62,914 石川県 金沢市 たちのみイタリアン バッカナーレ サービス 飲食業 5%

62,915 石川県 金沢市 立ち呑み餃子大笑 サービス 飲食業 5%

62,916 石川県 金沢市 田鶴酒店 小売業 食料品 5%

62,917 石川県 金沢市 株式会社田鶴酒店 小売業 食料品 5%

62,918 石川県 金沢市 たふた 小売業 衣料品 5%

62,919 石川県 金沢市 Ｗ＆Ｍ　Ｈｏｕｓｅ サービス 宿泊業 5%

62,920 石川県 金沢市 多聞堂　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

62,921 石川県 金沢市 俵屋　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

62,922 石川県 金沢市 近岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,923 石川県 金沢市 ベイビーリック サービス 飲食業 5%

62,924 石川県 金沢市 近八書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,925 石川県 金沢市 茶舎觀壽 その他業種 ー 5%

62,926 石川県 金沢市 中華そば大勝　中華そば大勝 サービス 飲食業 5%

62,927 石川県 金沢市 中華そば処万味　中華そば処　万味 サービス 飲食業 5%

62,928 石川県 金沢市 鳥珍や　金沢駅前店 サービス 飲食業 5%

62,929 石川県 金沢市 チョキチョキなんぼ サービス 理容・美容業 5%

62,930 石川県 金沢市 金沢百番街Rinto　ツナグカフェ　ＭＡＰＬＥ　ＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

62,931 石川県 金沢市 つば甚 サービス 飲食業 5%

62,932 石川県 金沢市 睡眠サロン頭 サービス 理容・美容業 5%

62,933 石川県 金沢市 ティアラｂｙギャロ サービス 理容・美容業 5%

62,934 石川県 金沢市 ＴｅａＨｏｕｓｅ　ＳＡＫＵＲＡ サービス 飲食業 5%

62,935 石川県 金沢市 ディレッタント 小売業 衣料品 5%

62,936 石川県 金沢市 ディンプル ディンプル 小売業 衣料品 5%

62,937 石川県 金沢市 ｔｅｔｅはりきゅう院　笠舞店 サービス その他サービス 5%

62,938 石川県 金沢市 テニスプロショップ デュース 小売業 その他小売 5%

62,939 石川県 金沢市 デューク自然療法クリニック その他業種 ー 5%

62,940 石川県 金沢市 てらおか風舎　金沢店 サービス 飲食業 5%

62,941 石川県 金沢市 てらまちや　風心庵 サービス 宿泊業 5%

62,942 石川県 金沢市 テラロマ　テラロマ サービス 理容・美容業 5%

62,943 石川県 金沢市 テルメ金沢 サービス 宿泊業 5%

62,944 石川県 金沢市 電化シヨップ　みやした 小売業 電化製品 5%

62,945 石川県 金沢市 電化のとらや 小売業 電化製品 5%

62,946 石川県 金沢市 天狗中田本店　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

62,947 石川県 金沢市 東京テレビ 小売業 電化製品 5%

62,948 石川県 金沢市 東京堂　東京堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,949 石川県 金沢市 東洋堂薬局 小売業 その他小売 5%

62,950 石川県 金沢市 ＴＯＧＡ 小売業 衣料品 5%
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62,951 石川県 金沢市 土火楽 サービス 飲食業 5%

62,952 石川県 金沢市 時蔵金沢片町本店 小売業 その他小売 5%

62,953 石川県 金沢市 ドクターグラス金沢 サービス その他サービス 5%

62,954 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザ長田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,955 石川県 金沢市 床屋　日和 サービス 理容・美容業 5%

62,956 石川県 金沢市 登山用品のオクトス金沢店 小売業 その他小売 5%

62,957 石川県 金沢市 ドスパラ金沢店 小売業 電化製品 5%

62,958 石川県 金沢市 ドッグケア　サロン　ｗｉｔｈ サービス その他サービス 5%

62,959 石川県 金沢市 ｄｏｇｓａｌｏｎ　ｃｏｌｃｈｅ サービス その他サービス 5%

62,960 石川県 金沢市 とのまち　とのまち サービス 飲食業 5%

62,961 石川県 金沢市 戸水倉庫 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,962 石川県 金沢市 トヨタレンタリース石川　金沢駅西口店 その他業種 ー 2%

62,963 石川県 金沢市 トヨタレンタリース石川金沢駅東口店 その他業種 ー 2%

62,964 石川県 金沢市 トヨタレンタリース石川金沢神田店 その他業種 ー 2%

62,965 石川県 金沢市 トヨタレンタリース石川金沢鞍月店 その他業種 ー 2%

62,966 石川県 金沢市 トヨタレンタリース石川金沢工大前店 その他業種 ー 2%

62,967 石川県 金沢市 トヨタレンタリース石川金沢元町店 その他業種 ー 2%

62,968 石川県 金沢市 トヨタレンタリース石川ピピットａｕショッ 小売業 その他小売 5%

62,969 石川県 金沢市 Ｔｒａｖｅｌｅｒ　ｓ　ｌｏｕｎｇｅ　ＴＲＡＦＦＩＣ サービス 宿泊業 5%

62,970 石川県 金沢市 トラベル愛ランド金沢駅西けやき通り店 サービス その他サービス 5%

62,971 石川県 金沢市 トラベル・エー サービス その他サービス 5%

62,972 石川県 金沢市 トラベル・エー　もりの里店 サービス その他サービス 5%

62,973 石川県 金沢市 鳥たけ サービス 飲食業 5%

62,974 石川県 金沢市 どんたく　西金沢店 小売業 食料品 5%

62,975 石川県 金沢市 問屋センタ－ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,976 石川県 金沢市 ＮＯＷ 小売業 その他小売 5%

62,977 石川県 金沢市 中川政七商店　金沢百番街　Rinto店 小売業 総合（非専門） 5%

62,978 石川県 金沢市 中島めんや 小売業 その他小売 5%

62,979 石川県 金沢市 ながた生花店 小売業 その他小売 5%

62,980 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ長町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,981 石川県 金沢市 中六 小売業 食料品 5%

62,982 石川県 金沢市 成 サービス 飲食業 5%

62,983 石川県 金沢市 成 成 サービス 飲食業 5%

62,984 石川県 金沢市 なんば一番蛸佐ん 小売業 食料品 5%

62,985 石川県 金沢市 ナンブ－セントラル サービス 理容・美容業 5%

62,986 石川県 金沢市 ナンブ－ヒルズ サービス 理容・美容業 5%

62,987 石川県 金沢市 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　２４６ サービス 理容・美容業 5%

62,988 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西大通店 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,989 石川県 金沢市 西風タクシー サービス 運輸業 5%

62,990 石川県 金沢市 ニュー金沢バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,991 石川県 金沢市 ニュー三久泉が丘店 小売業 食料品 5%

62,992 石川県 金沢市 ニュー三久金沢西念店 小売業 食料品 5%

62,993 石川県 金沢市 ニュー三久三陽店 小売業 食料品 5%

62,994 石川県 金沢市 ニュー三久城南店 小売業 食料品 5%

62,995 石川県 金沢市 ニュー三久伏見台店 小売業 食料品 5%

62,996 石川県 金沢市 ＮＥＵＴＲＡＬ 小売業 家具・調度品 5%

62,997 石川県 金沢市 金沢ニューグランドホテル サービス 宿泊業 5%

62,998 石川県 金沢市 人形ミュージアム サービス 理容・美容業 5%

62,999 石川県 金沢市 Ｎｅｉｇｈｂｏｒｓ　Ｉｎｎ　Ｋａｎａｚａｗａ サービス 宿泊業 5%

63,000 石川県 金沢市 ネイルサロンステラ サービス その他サービス 5%
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63,001 石川県 金沢市 ＮａｉｌｓａｌｏｎＮｏｅ サービス 理容・美容業 5%

63,002 石川県 金沢市 能加万菜 市場屋 近江町総本店 サービス 飲食業 5%

63,003 石川県 金沢市 農家屋　かわに　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

63,004 石川県 金沢市 のらくろ近岡店 小売業 その他小売 5%

63,005 石川県 金沢市 ｎｏｎｔａｎ サービス 飲食業 5%

63,006 石川県 金沢市 ＢＡＲＢＥＲ　ＤＥＡＬＳ サービス 理容・美容業 5%

63,007 石川県 金沢市 ＢＡＲＢＥＲＳＴＡＧＥＲＹＯＵＥＮ サービス 理容・美容業 5%

63,008 石川県 金沢市 バイオリンリサーチ　金沢 小売業 その他小売 5%

63,009 石川県 金沢市 金沢百番街　はいから本舗 小売業 総合（非専門） 5%

63,010 石川県 金沢市 ハオ 小売業 衣料品 5%

63,011 石川県 金沢市 ハグミトンワークス サービス 飲食業 5%

63,012 石川県 金沢市 はしば庵 サービス その他サービス 5%

63,013 石川県 金沢市 橋場交通 サービス 運輸業 5%

63,014 石川県 金沢市 ８番らーめん入江店 サービス 飲食業 2%

63,015 石川県 金沢市 ８番らーめん駅西本町店 サービス 飲食業 2%

63,016 石川県 金沢市 ８番らーめん笠舞店 サービス 飲食業 2%

63,017 石川県 金沢市 ８番らーめん金沢西インター店 サービス 飲食業 2%

63,018 石川県 金沢市 ８番らーめん鞍月店 サービス 飲食業 2%

63,019 石川県 金沢市 ８番らーめん古府南店 サービス 飲食業 2%

63,020 石川県 金沢市 ８番らーめん犀川大橋店 サービス 飲食業 2%

63,021 石川県 金沢市 ８番らーめん城北南店 サービス 飲食業 2%

63,022 石川県 金沢市 ８番らーめん高柳店 サービス 飲食業 2%

63,023 石川県 金沢市 ８番らーめん福久店 サービス 飲食業 2%

63,024 石川県 金沢市 ８番らーめん御影店 サービス 飲食業 2%

63,025 石川県 金沢市 ８番らーめんみなと大橋店 サービス 飲食業 2%

63,026 石川県 金沢市 ８番らーめんもりの里店 サービス 飲食業 2%

63,027 石川県 金沢市 ８番らーめん森本店 サービス 飲食業 2%

63,028 石川県 金沢市 ８番らーめん諸江店 サービス 飲食業 2%

63,029 石川県 金沢市 ８番らーめん安原店 サービス 飲食業 2%

63,030 石川県 金沢市 ８番らーめん横川店 サービス 飲食業 2%

63,031 石川県 金沢市 ８０?ｈａｃｈｉｍａｒｕ? 小売業 衣料品 5%

63,032 石川県 金沢市 パティスリー　ヴェルジェ 小売業 食料品 5%

63,033 石川県 金沢市 ｐ?ｔｉｓｓｅｒｉｅｖｏｙａｇｅｓａｎｓｌａｆｉｎ 小売業 食料品 5%

63,034 石川県 金沢市 Ｂｕｄ ａｎｄ Ｂｌｏｏｍ Ｂｕｄ ａｎｄ Ｂｌｏｏｍ 小売業 その他小売 5%

63,035 石川県 金沢市 ハナブサデンキ 小売業 電化製品 5%

63,036 石川県 金沢市 はりきゅう５治療院　有松店 サービス その他サービス 5%

63,037 石川県 金沢市 パリミラ サービス 飲食業 5%

63,038 石川県 金沢市 Ｐａｒａｄｅ金沢高柳店 小売業 その他小売 5%

63,039 石川県 金沢市 Ｐａｒａｄｅ松村店 小売業 その他小売 5%

63,040 石川県 金沢市 番飛 サービス 飲食業 5%

63,041 石川県 金沢市 ＢＭＯ金沢伏見台店 小売業 衣料品 5%

63,042 石川県 金沢市 ＢＥＨＥＲＥＮＯＷ サービス 理容・美容業 5%

63,043 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東大通店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,044 石川県 金沢市 ひがしやま酒楽 小売業 その他小売 5%

63,045 石川県 金沢市 東山わらじ屋 小売業 その他小売 5%

63,046 石川県 金沢市 疋田町ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,047 石川県 金沢市 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｌｅｇａｒｅ サービス 飲食業 5%

63,048 石川県 金沢市 Ｖｉｓ　ｖｉｖａ サービス その他サービス 5%

63,049 石川県 金沢市 ｂｉｇ　ｂｕｒｇ　ＢＡＲＢＥＲ サービス 理容・美容業 5%

63,050 石川県 金沢市 ＢＩＧ ＢＯＳＳ ＫＡＮＡＺＡＷＡ 小売業 その他小売 5%
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63,051 石川県 金沢市 びっくりドンキー金沢元町店 サービス 飲食業 2%

63,052 石川県 金沢市 ＰＢ－１　金沢片町店 小売業 衣料品 5%

63,053 石川県 金沢市 ひまわり接骨院 整体院 サービス その他サービス 5%

63,054 石川県 金沢市 百番銘華　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

63,055 石川県 金沢市 百薬ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

63,056 石川県 金沢市 百椀　百膳　能作　金沢百番街店 小売業 その他小売 5%

63,057 石川県 金沢市 ビューティサロン幸 サービス 理容・美容業 5%

63,058 石川県 金沢市 ビュッフェレストランセントメリー サービス 飲食業 5%

63,059 石川県 金沢市 ヒロ動物病院 サービス その他サービス 5%

63,060 石川県 金沢市 ファウルの家具店 小売業 家具・調度品 5%

63,061 石川県 金沢市 ＦＹＳＩＫＡ 小売業 衣料品 5%

63,062 石川県 金沢市 Ｆｉｔ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

63,063 石川県 金沢市 Ｆｙｌｌｕｍ 小売業 衣料品 5%

63,064 石川県 金沢市 フェイス その他業種 ー 5%

63,065 石川県 金沢市 Ｐｈｏｔｏ　Ｃｒｅａｔｅ　ＧＡＬＡ サービス その他サービス 5%

63,066 石川県 金沢市 福田電機株式会社 小売業 電化製品 5%

63,067 石川県 金沢市 福久東ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,068 石川県 金沢市 福光屋　ひがし 小売業 その他小売 5%

63,069 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ伏見台店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,070 石川県 金沢市 富士やまとコーヒー その他業種 ー 5%

63,071 石川県 金沢市 Ｂｏｏｋ　ｏｆｆ　金沢諸江店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

63,072 石川県 金沢市 Ｂｏｏｋｓふかざわ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,073 石川県 金沢市 ぶった農産　金沢百番街あんと店 小売業 食料品 5%

63,074 石川県 金沢市 ｈｏｏｄｔｒａｉｎｉｎｇ サービス その他サービス 5%

63,075 石川県 金沢市 ブティックカキモト　ブティックカキモト 小売業 衣料品 5%

63,076 石川県 金沢市 ブティックｓｐｏｏｎ　ブティックｓｐｏｏｎ 小売業 衣料品 5%

63,077 石川県 金沢市 ぶどうの木　ルートパスタ洋菓子工房　金沢百番街 小売業 食料品 5%

63,078 石川県 金沢市 ふとんタナカ　金沢本店 小売業 その他小売 5%

63,079 石川県 金沢市 FUMUROYA CAF? 　金沢百番街店 サービス 飲食業 5%

63,080 石川県 金沢市 プラス薬局 小売業 その他小売 5%

63,081 石川県 金沢市 Ｆｌｅｕｒ　ｄｅ　ｌｉｓ　金沢店 小売業 衣料品 5%

63,082 石川県 金沢市 ｂｌａｎｋｅｔ ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

63,083 石川県 金沢市 ブランシェ　金沢店 小売業 その他小売 5%

63,084 石川県 金沢市 ブランシェ　もりの里店 小売業 その他小売 5%

63,085 石川県 金沢市 ｋａｔｚｆｒｅｅｌａｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

63,086 石川県 金沢市 Ｂｌｕｅ　Ｈｏｕｒ　Ｋａｎａｚａｗａ サービス 宿泊業 5%

63,087 石川県 金沢市 フルーツ　むらはた 小売業 食料品 5%

63,088 石川県 金沢市 フルーツ坂野　金沢近江町市場店 小売業 食料品 5%

63,089 石川県 金沢市 bleu bleuet 金沢百番街店 小売業 その他小売 5%

63,090 石川県 金沢市 ＢＬＵＥ　ＭＯＮＤＡＹ サービス 飲食業 5%

63,091 石川県 金沢市 プールサイド　金沢フォーラス店 小売業 衣料品 5%

63,092 石川県 金沢市 故郷ダイニングまれ サービス 飲食業 5%

63,093 石川県 金沢市 古谷龍二税理士事務所 サービス その他サービス 5%

63,094 石川県 金沢市 ブレーク　スルー サービス その他サービス 5%

63,095 石川県 金沢市 ｐｒｏｐｅｒＮｏｕｎ 小売業 衣料品 5%

63,096 石川県 金沢市 ＹＡＭＡＭＯＲＩ サービス 理容・美容業 5%

63,097 石川県 金沢市 ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ　ｇａｍｅｌａｎ サービス 理容・美容業 5%

63,098 石川県 金沢市 ＨＡＩＲ　ＡＬＥＳ サービス 理容・美容業 5%

63,099 石川県 金沢市 ヘアー　メイク　サヤン　Ｓａｙａｎｇ サービス 理容・美容業 5%

63,100 石川県 金沢市 ＨＡＩＲ．．．ｉｎＤ＇ｓ⑥ サービス 理容・美容業 5%
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63,101 石川県 金沢市 ヘアーサロン　タカギ サービス 理容・美容業 5%

63,102 石川県 金沢市 ヘアーサロンさわむら サービス 理容・美容業 5%

63,103 石川県 金沢市 Ｈａｉｒ　ｓｐｏｔ　Ｊａｍ サービス 理容・美容業 5%

63,104 石川県 金沢市 ＨＡＩＲＢＡＳＥｔａｍｕ サービス 理容・美容業 5%

63,105 石川県 金沢市 ヘアーメイク　スニップ サービス 理容・美容業 5%

63,106 石川県 金沢市 ヘアクラブ道 サービス 理容・美容業 5%

63,107 石川県 金沢市 ヘアー・ディレクションナンブ サービス 理容・美容業 5%

63,108 石川県 金沢市 ヘアメイク着付け美ＫＭＲ サービス 理容・美容業 5%

63,109 石川県 金沢市 ヘアメイクＳＯＹＯ サービス 理容・美容業 5%

63,110 石川県 金沢市 Ｂｅｉｓｈｉｎおこめキッチン　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

63,111 石川県 金沢市 ベイパークラウド 金沢 小売業 総合（非専門） 5%

63,112 石川県 金沢市 ベジキッチン サービス 飲食業 5%

63,113 石川県 金沢市 ペットショップｗｉｔｈ金沢示野店 小売業 その他小売 5%

63,114 石川県 金沢市 ＢＥＬＩＮＤＡ 小売業 衣料品 5%

63,115 石川県 金沢市 ベルナール サービス 飲食業 5%

63,116 石川県 金沢市 ホームインホーマー 小売業 総合（非専門） 5%

63,117 石川県 金沢市 ホームインホーマー 小売業 総合（非専門） 5%

63,118 石川県 金沢市 ホ－ムイン・ホ－マ－　オレンジ館 小売業 総合（非専門） 5%

63,119 石川県 金沢市 ホ－ムイン・ホ－マ－　グリ－ン館 小売業 総合（非専門） 5%

63,120 石川県 金沢市 ほぐし処　らくもみ　ほぐし処らくもみ サービス その他サービス 5%

63,121 石川県 金沢市 ほぐし処らくもみ サービス その他サービス 5%

63,122 石川県 金沢市 保古町ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,123 石川県 金沢市 星崎運輸　湊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,124 石川県 金沢市 ほっこりゴハンたぬき サービス 飲食業 5%

63,125 石川県 金沢市 堀田めがね店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,126 石川県 金沢市 Ｈｏｔ　Ｌｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

63,127 石川県 金沢市 ＨｏｔＬｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

63,128 石川県 金沢市 Ｈｏｔ　Ｌｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

63,129 石川県 金沢市 ホテルビスタ金沢 サービス 宿泊業 5%

63,130 石川県 金沢市 ポプラ金沢沖町店 小売業 総合（非専門） 2%

63,131 石川県 金沢市 ポプラ金沢もりの里店 小売業 総合（非専門） 2%

63,132 石川県 金沢市 ほほ笑みカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

63,133 石川県 金沢市 ポポラマーマ　金沢もりの里店 サービス 飲食業 5%

63,134 石川県 金沢市 ポポラマーマ　金沢もりの里店 サービス 飲食業 5%

63,135 石川県 金沢市 Ｂｏｌｄｏｒ サービス 飲食業 5%

63,136 石川県 金沢市 ｈｏｌｍｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

63,137 石川県 金沢市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,138 石川県 金沢市 本社　ＥＮＥＲＩＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,139 石川県 金沢市 まかない　こすめ　金沢駅あんと店 小売業 食料品 5%

63,140 石川県 金沢市 マクドナルドイオン金沢店 サービス 飲食業 2%

63,141 石川県 金沢市 マクドナルドイオン杜の里店 サービス 飲食業 2%

63,142 石川県 金沢市 マクドナルド金沢有松店 サービス 飲食業 2%

63,143 石川県 金沢市 マクドナルド金沢アルプラザ店 サービス 飲食業 2%

63,144 石川県 金沢市 マクドナルド金沢片町店 サービス 飲食業 2%

63,145 石川県 金沢市 マクドナルド金沢鞍月店 サービス 飲食業 2%

63,146 石川県 金沢市 マクドナルド金沢新神田店 サービス 飲食業 2%

63,147 石川県 金沢市 マクドナルド金沢田上店 サービス 飲食業 2%

63,148 石川県 金沢市 マクドナルド金沢西インター店 サービス 飲食業 2%

63,149 石川県 金沢市 マクドナルド金沢元町店 サービス 飲食業 2%

63,150 石川県 金沢市 マクドナルド８号線北町店 サービス 飲食業 2%
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63,151 石川県 金沢市 マクドナルド福増町店 サービス 飲食業 2%

63,152 石川県 金沢市 増泉給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,153 石川県 金沢市 マダム・ビモータ 小売業 衣料品 5%

63,154 石川県 金沢市 株式会社ジャパンエンタープライズ 小売業 その他小売 5%

63,155 石川県 金沢市 マダムビモータ　武蔵店 小売業 衣料品 5%

63,156 石川県 金沢市 マッコリプリンス１号店 サービス 飲食業 5%

63,157 石川県 金沢市 松村物産ビル 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,158 石川県 金沢市 ＭＡ?なべや　金沢店 サービス 飲食業 5%

63,159 石川県 金沢市 まめや金澤萬久　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

63,160 石川県 金沢市 マルエー泉野店 小売業 その他小売 5%

63,161 石川県 金沢市 マルエー春日店 小売業 その他小売 5%

63,162 石川県 金沢市 マルエー小立野店 小売業 その他小売 5%

63,163 石川県 金沢市 マルエー久安店 小売業 その他小売 5%

63,164 石川県 金沢市 マルエー間明店 小売業 その他小売 5%

63,165 石川県 金沢市 マルエーｍｉｎｉ香林坊店 小売業 その他小売 5%

63,166 石川県 金沢市 マルエーｍｉｎｉ平和町店 小売業 その他小売 5%

63,167 石川県 金沢市 マルエーｍｉｎｉライブ１店 小売業 その他小売 5%

63,168 石川県 金沢市 マルツ金沢西インター店 小売業 電化製品 5%

63,169 石川県 金沢市 丸年呉服店　近江町店 小売業 衣料品 5%

63,170 石川県 金沢市 丸年呉服店　ムサシ店 小売業 衣料品 5%

63,171 石川県 金沢市 丸八製茶場　金沢百番街店 サービス 飲食業 5%

63,172 石川県 金沢市 丸六株式会社 小売業 衣料品 5%

63,173 石川県 金沢市 廻る富山湾すし玉　金沢駅店　金沢百番街 サービス 飲食業 5%

63,174 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅマンサーナ押野店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,175 石川県 金沢市 Ｍｅａｌ サービス 飲食業 5%

63,176 石川県 金沢市 ミシンのナカガワ ひきだ店 小売業 その他小売 5%

63,177 石川県 金沢市 ミシンのナカガワ 片町店 小売業 その他小売 5%

63,178 石川県 金沢市 ミシンのナカガワ　有松店 小売業 電化製品 5%

63,179 石川県 金沢市 Ｍｒ．トレンディ安原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,180 石川県 金沢市 水野増吉商店 小売業 その他小売 5%

63,181 石川県 金沢市 みずべ　百番街店 小売業 その他小売 5%

63,182 石川県 金沢市 道下カイロプラクティック整体院２階 サービス その他サービス 5%

63,183 石川県 金沢市 みなとＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,184 石川県 金沢市 源　金沢百番街あんと店 小売業 食料品 5%

63,185 石川県 金沢市 三山写真館 サービス その他サービス 5%

63,186 石川県 金沢市 Ｍｏｕｉｌｌｅ 小売業 衣料品 5%

63,187 石川県 金沢市 武蔵屋食堂 サービス 飲食業 5%

63,188 石川県 金沢市 ムラタ時計眼鏡店 小売業 その他小売 5%

63,189 石川県 金沢市 村松商事株式会社 旗の村松手芸の村松 小売業 衣料品 5%

63,190 石川県 金沢市 無量寺ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,191 石川県 金沢市 めがねのアイビー 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,192 石川県 金沢市 めがねのお店　Ｍｉｔｏ　めがねのお店Ｍｉｔｏ 小売業 その他小売 5%

63,193 石川県 金沢市 めがねのお店Ｍｉｔｏ 小売業 その他小売 5%

63,194 石川県 金沢市 メガネのハラダ有松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,195 石川県 金沢市 メガネのハラダ　桜町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,196 石川県 金沢市 メガネのハラダ　鳴和店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,197 石川県 金沢市 メガネのハラダ駅西本町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,198 石川県 金沢市 メガネのハラダ北安江店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,199 石川県 金沢市 メガネのハラダ　増泉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,200 石川県 金沢市 メガネのハラダ　八日市店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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63,201 石川県 金沢市 Ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　Ｐｒｕｎｅ 小売業 衣料品 5%

63,202 石川県 金沢市 メルチェリーア　金沢百番街Rinto店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,203 石川県 金沢市 元湯石屋 サービス 宿泊業 5%

63,204 石川県 金沢市 ＭＯＮＥＴ サービス 飲食業 5%

63,205 石川県 金沢市 もみかる　金沢伏見台店 サービス 理容・美容業 5%

63,206 石川県 金沢市 ＭＯＹＵ ８６ 中村登代美 小売業 その他小売 5%

63,207 石川県 金沢市 ＭＯＹＵ ８６ 川端寛子 小売業 その他小売 5%

63,208 石川県 金沢市 ＭＯＹＵ ８６ ８６ 小売業 その他小売 5%

63,209 石川県 金沢市 森永宅配本舗　森永宅配本舗　金沢店 小売業 食料品 5%

63,210 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフもりの里店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,211 石川県 金沢市 ＭＯＮＳＴＥＲ　ＦＩＴＮＥＳＳ サービス その他サービス 5%

63,212 石川県 金沢市 やきとり桜屋 サービス 飲食業 5%

63,213 石川県 金沢市 やきとり 鳥珍や 片町本店 サービス 飲食業 5%

63,214 石川県 金沢市 金沢焼肉楽処　万場　金沢南店 サービス 飲食業 5%

63,215 石川県 金沢市 焼肉酒場飛那 サービス 飲食業 5%

63,216 石川県 金沢市 焼肉戸板商店 サービス 飲食業 5%

63,217 石川県 金沢市 焼肉ＮＯＢＵ サービス 飲食業 5%

63,218 石川県 金沢市 焼き肉　ホルモン　だんだん サービス 飲食業 5%

63,219 石川県 金沢市 焼肉冷麺しちりん家有松店 サービス 飲食業 5%

63,220 石川県 金沢市 焼肉冷麺しちりん家桜田店 サービス 飲食業 5%

63,221 石川県 金沢市 ヤギヤ サービス 飲食業 5%

63,222 石川県 金沢市 Ｙａｈａｔａ すしべん 高柳店 サービス 飲食業 5%

63,223 石川県 金沢市 Ｙａｈａｔａ すしべん 東インター店 サービス 飲食業 5%

63,224 石川県 金沢市 Ｙａｈａｔａ すしべん 近岡店 サービス 飲食業 5%

63,225 石川県 金沢市 山内会計事務所 サービス その他サービス 5%

63,226 石川県 金沢市 ヤマカ水産　あんと店 小売業 食料品 5%

63,227 石川県 金沢市 ヤマカ水産　近江町１号店 小売業 食料品 5%

63,228 石川県 金沢市 山さん寿司本店 サービス 飲食業 5%

63,229 石川県 金沢市 山の上洋菓子店 小売業 食料品 5%

63,230 石川県 金沢市 山本美術 その他業種 ー 5%

63,231 石川県 金沢市 有限会社　小中自動車工業 小売業 その他小売 5%

63,232 石川県 金沢市 （有）ＴＯＲＩＩホールディング 小売業 その他小売 5%

63,233 石川県 金沢市 有限会社プロタクシー サービス その他サービス 5%

63,234 石川県 金沢市 有限会社アスピラ 小売業 衣料品 5%

63,235 石川県 金沢市 有限会社 長田自動車 福久店 小売業 その他小売 5%

63,236 石川県 金沢市 友禅空間工房久恒 その他業種 ー 5%

63,237 石川県 金沢市 金沢百番街　友禅工芸　すずらん 小売業 総合（非専門） 5%

63,238 石川県 金沢市 友禅こもの　モリシタ 金沢百番街あんと店 小売業 その他小売 5%

63,239 石川県 金沢市 ゆうらくざ・あらよし 小売業 電化製品 5%

63,240 石川県 金沢市 ゆうらくざ・ござ 小売業 電化製品 5%

63,241 石川県 金沢市 夢屋 おそうざい屋  いちば館店 サービス 飲食業 5%

63,242 石川県 金沢市 よこい青果 小売業 食料品 5%

63,243 石川県 金沢市 ＹＯＳＡＰＡＲＫｃｌｅａｒ サービス 理容・美容業 5%

63,244 石川県 金沢市 吉野家金沢百番街店 サービス 飲食業 2%

63,245 石川県 金沢市 よねもとクリーニング サービス その他サービス 5%

63,246 石川県 金沢市 ４ｃｍ 広坂店 サービス 理容・美容業 5%

63,247 石川県 金沢市 ４ｃｍ 諸江店 サービス 理容・美容業 5%

63,248 石川県 金沢市 ４ｃｍ 横川店 サービス 理容・美容業 5%

63,249 石川県 金沢市 Ｒａ．Ｃｕａ サービス 理容・美容業 5%

63,250 石川県 金沢市 Ｌａ　Ｐｅｉｎｔｕｒｅ 小売業 食料品 5%
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63,251 石川県 金沢市 ラ　フォレスタ サービス 飲食業 5%

63,252 石川県 金沢市 ラーメン侍　金沢百番街 サービス 飲食業 5%

63,253 石川県 金沢市 らーめん世界桜田店 サービス 飲食業 5%

63,254 石川県 金沢市 らーめん世界西泉店 サービス 飲食業 5%

63,255 石川県 金沢市 らーめん世界福久店 サービス 飲食業 5%

63,256 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅライヴスクエア近岡店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,257 石川県 金沢市 Ｌｉｆｅｉｎホ－プ 小売業 電化製品 5%

63,258 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅライフステージ泉台店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,259 石川県 金沢市 落雁　諸江屋　金沢百番街 小売業 食料品 5%

63,260 石川県 金沢市 らくやん金沢福久店 サービス その他サービス 5%

63,261 石川県 金沢市 らしんばん　金沢店 小売業 その他小売 5%

63,262 石川県 金沢市 Ｒａｐｉｄ　ラピド 小売業 総合（非専門） 5%

63,263 石川県 金沢市 Ｌａｕｇｈｇａｔｅ サービス 理容・美容業 5%

63,264 石川県 金沢市 ラ ベル ジャポネ 小売業 食料品 5%

63,265 石川県 金沢市 ラ・メール金沢店 サービス 理容・美容業 5%

63,266 石川県 金沢市 Ｌａｎｄ＆ｒｕｔｏ 小売業 その他小売 5%

63,267 石川県 金沢市 ＲＥＡＬ　Ｓｔｙｌｅ　金沢店 小売業 家具・調度品 5%

63,268 石川県 金沢市 Ｒｅ：ａｎ サービス 理容・美容業 5%

63,269 石川県 金沢市 Ｌｅｅ　金沢百番街店 小売業 衣料品 5%

63,270 石川県 金沢市 Ｌｅａｆ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

63,271 石川県 金沢市 ＬＩＸＩＬ　リフォームショップ　ＳＨＩＭＡＧＥＮ サービス その他サービス 2%

63,272 石川県 金沢市 Ｒｉｃｏ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

63,273 石川県 金沢市 株式会社リシュマリアローズ サービス その他サービス 5%

63,274 石川県 金沢市 ＲｉｖｅｒｓｉｄｅＳｔａｙＫａｎａｚａｗａ サービス その他サービス 5%

63,275 石川県 金沢市 髪市 サービス 理容・美容業 5%

63,276 石川県 金沢市 金沢百番街Rinto　リバティーン 小売業 その他小売 5%

63,277 石川県 金沢市 Ｌｕｘｅ サービス 理容・美容業 5%

63,278 石川県 金沢市 理容かとう　理容かとう サービス 理容・美容業 5%

63,279 石川県 金沢市 りよう室しゃべりば　りよう室しゃべりば サービス 理容・美容業 5%

63,280 石川県 金沢市 理容つかた サービス 理容・美容業 5%

63,281 石川県 金沢市 理容つだ サービス 理容・美容業 5%

63,282 石川県 金沢市 料亭　大友楼 サービス 飲食業 5%

63,283 石川県 金沢市 理容なかむら サービス 理容・美容業 5%

63,284 石川県 金沢市 料理教室　中田料理学園 サービス その他サービス 5%

63,285 石川県 金沢市 料理旅館　金沢茶屋 サービス 宿泊業 5%

63,286 石川県 金沢市 ＲｙｏｋａｎＹａｍａｍｕｒｏ サービス その他サービス 5%

63,287 石川県 金沢市 リラクゼーションエステｎａｏ サービス 理容・美容業 5%

63,288 石川県 金沢市 林藤武道具店 小売業 その他小売 5%

63,289 石川県 金沢市 ル・ポン・ド・ショコラ　サンニコラ　香林坊店 小売業 食料品 5%

63,290 石川県 金沢市 LE MUSEE DE H 金沢百番街 小売業 食料品 5%

63,291 石川県 金沢市 ＬＯＵＶＲＥ サービス 理容・美容業 5%

63,292 石川県 金沢市 ＲＯＵＴＥ１８ サービス 飲食業 5%

63,293 石川県 金沢市 エステティックサロンルクラ サービス 理容・美容業 5%

63,294 石川県 金沢市 ＬＥ　ＴＲＩＯ　ＡＢＡＨＯＵＳＥ　金沢百番街リント店 小売業 衣料品 5%

63,295 石川県 金沢市 ＬｅＢｌａｎｃ サービス 理容・美容業 5%

63,296 石川県 金沢市 ルーム・ヘアー サービス 理容・美容業 5%

63,297 石川県 金沢市 ＲａｉｎＦｏｒｅｓｔ サービス その他サービス 5%

63,298 石川県 金沢市 レイン・フォレスト サービス その他サービス 5%

63,299 石川県 金沢市 ロアデザイン＆フォトスタジオ サービス その他サービス 5%

63,300 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニングアルビス畝田店 サービス その他サービス 5%
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63,301 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング　入江店 サービス その他サービス 5%

63,302 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング　近江町店 サービス その他サービス 5%

63,303 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング　笠舞店 サービス その他サービス 5%

63,304 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング　西金沢店 サービス その他サービス 5%

63,305 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング日光舎　泉が丘店 サービス その他サービス 5%

63,306 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング日光舎　高尾店 サービス その他サービス 5%

63,307 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング　横川店 サービス その他サービス 5%

63,308 石川県 金沢市 ＲＯＣＯＣＯ　【ロココ】 サービス 理容・美容業 5%

63,309 石川県 金沢市 ロココヘア サービス 理容・美容業 5%

63,310 石川県 金沢市 ロシ 小立野店 サービス その他サービス 5%

63,311 石川県 金沢市 ロシ 東山店 サービス その他サービス 5%

63,312 石川県 金沢市 ロシ　疋田店 サービス その他サービス 5%

63,313 石川県 金沢市 ロシ　保古店 サービス その他サービス 5%

63,314 石川県 金沢市 Ｗｉｎｅｓｈｏｐ　Ｂｒ?ｃｋｅ 小売業 食料品 5%

63,315 石川県 金沢市 和菓子　末広堂　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

63,316 石川県 金沢市 和菓子加賀陣屋　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

63,317 石川県 金沢市 和菓子　村上　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

63,318 石川県 金沢市 わ食　たまき サービス 飲食業 5%

63,319 石川県 金沢市 ワッツ金沢イオン店 小売業 総合（非専門） 5%

63,320 石川県 金沢市 ワンダフルセルフ春日 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,321 石川県 金沢市 ワンダフルセルフ金石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,322 石川県 金沢市 ワンダフルセルフ西南部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,323 石川県 金沢市 ワンダフルセルフ高尾 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,324 石川県 金沢市 ワンダフルセルフ湊 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,325 石川県 金沢市 ワンダフルセルフ涌波 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,326 石川県 金沢市 ワンピース 中古 新品タイヤ ホイール販売買取専門店ワンピース 小売業 その他小売 5%

63,327 石川県 かほく市 アメリカンスクエアマツヤ　イオンかほく店 小売業 衣料品 5%

63,328 石川県 かほく市 石川県立看護大学 売店 小売業 その他小売 5%

63,329 石川県 かほく市 Ｎ　ＧＡＲＡＧＥ サービス その他サービス 5%

63,330 石川県 かほく市 ａｉｍｅｒｆｅｅｌイオンモールかほく店 小売業 衣料品 5%

63,331 石川県 かほく市 オイルプラザＤ１かほく店 サービス その他サービス 2%

63,332 石川県 かほく市 セブン－イレブンかほく白尾インター店 小売業 食料品 2%

63,333 石川県 かほく市 セブン－イレブンかほく白尾店 小売業 食料品 2%

63,334 石川県 かほく市 セブン－イレブンかほく高松インター店 小売業 食料品 2%

63,335 石川県 かほく市 木津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,336 石川県 かほく市 きもの京山　きもの京山かほく店 小売業 衣料品 5%

63,337 石川県 かほく市 ＺＡＵｆｏｒＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

63,338 石川県 かほく市 食工房ファミーリエ 小売業 食料品 5%

63,339 石川県 かほく市 食楽庵かほく　さんまる サービス 飲食業 5%

63,340 石川県 かほく市 高松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,341 石川県 かほく市 ドモドモコーポレーション サービス その他サービス 5%

63,342 石川県 かほく市 どんたく　かほく店 小売業 食料品 5%

63,343 石川県 かほく市 有限会社　中山燃料 小売業 その他小売 5%

63,344 石川県 かほく市 株式会社　にわ商店 小売業 その他小売 5%

63,345 石川県 かほく市 ８番らーめん宇ノ気店 サービス 飲食業 2%

63,346 石川県 かほく市 ８番らーめん高松店 サービス 飲食業 2%

63,347 石川県 かほく市 Ｐａｐｐｙ サービス 飲食業 2%

63,348 石川県 かほく市 ＰａｎｉＰａｎｉかほく店 小売業 その他小売 5%

63,349 石川県 かほく市 ビックハウス 小売業 電化製品 5%

63,350 石川県 かほく市 ヘアーサロン　ひげもと　ヘアーサロンひげもと サービス 理容・美容業 5%
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63,351 石川県 かほく市 マクドナルドイオンモールかほく店 サービス 飲食業 2%

63,352 石川県 かほく市 Ｙａｈａｔａ すしべん 白尾インター店 サービス 飲食業 5%

63,353 石川県 かほく市 ルネファミーユかほく店 小売業 衣料品 2%

63,354 石川県 川北町 スーパーホームセンターヤマキシ川北店 小売業 総合（非専門） 5%

63,355 石川県 小松市 アーク美容室 サービス 理容・美容業 5%

63,356 石川県 小松市 ＡｒｔＭｏｖｅ２４６　Ｍａｒｕｙａｍａ サービス 理容・美容業 5%

63,357 石川県 小松市 赤い靴べら小松工房 サービス その他サービス 5%

63,358 石川県 小松市 秋吉　小松店 サービス 飲食業 5%

63,359 石川県 小松市 ａｓｈｉｔａｂａ 小売業 その他小売 5%

63,360 石川県 小松市 アミング小松店 小売業 その他小売 5%

63,361 石川県 小松市 アンド・いわい 小売業 電化製品 5%

63,362 石川県 小松市 アントワープ 小売業 家具・調度品 5%

63,363 石川県 小松市 イーストビレッジ株式会社 サービス その他サービス 5%

63,364 石川県 小松市 居酒屋　いもたこなんきん サービス 飲食業 5%

63,365 石川県 小松市 居酒屋かまど　本店　居酒屋　小松かまど本店 サービス 飲食業 5%

63,366 石川県 小松市 石川ダイハツ販売小松店 小売業 その他小売 5%

63,367 石川県 小松市 お料理・釜めし　一山楼 サービス 飲食業 5%

63,368 石川県 小松市 出光小松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,369 石川県 小松市 出光小松国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,370 石川県 小松市 出光小松南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,371 石川県 小松市 伊藤電機 小売業 電化製品 5%

63,372 石川県 小松市 犬丸屋北浅井店 小売業 食料品 5%

63,373 石川県 小松市 ｅＰＬＡＮＳ・タカ 小売業 電化製品 5%

63,374 石川県 小松市 ｅＰＬＡＮＳ・タキ屋 小売業 電化製品 5%

63,375 石川県 小松市 ｅＰＬＡＮＳ・ホンボ 小売業 電化製品 5%

63,376 石川県 小松市 ウイング　ウイング 小売業 その他小売 5%

63,377 石川県 小松市 うつのみや小松城南店サウンドイン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,378 石川県 小松市 ｏｆｆｉｃｅＶｏｘ小松店 小売業 その他小売 5%

63,379 石川県 小松市 オリックスレンタカー小松空港西店 サービス その他サービス 2%

63,380 石川県 小松市 折本薬局 小売業 その他小売 5%

63,381 石川県 小松市 御料理いち川 サービス 飲食業 5%

63,382 石川県 小松市 株式会社　太田モータース 小売業 その他小売 5%

63,383 石川県 小松市 株式会社岸商店 小売業 その他小売 5%

63,384 石川県 小松市 株式会社　Ｂｉｋｋｅ 小売業 食料品 5%

63,385 石川県 小松市 株式会社ヒラシマ　パーツセンター 小売業 その他小売 5%

63,386 石川県 小松市 株式会社　ムラカミ自動車 小売業 その他小売 5%

63,387 石川県 小松市 カーケアステーション有明 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,388 石川県 小松市 ヘルス＆ビューティＫＡＪＩ 小売業 衣料品 5%

63,389 石川県 小松市 勝木書店　ＫａＢｏＳイオンモール新小松店 小売業 その他小売 5%

63,390 石川県 小松市 （株）音楽工房ウインドージャム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,391 石川県 小松市 株式会社飯田計算センター サービス その他サービス 5%

63,392 石川県 小松市 株式会社加賀オート サービス その他サービス 5%

63,393 石川県 小松市 株式会社清水産業 小売業 電化製品 5%

63,394 石川県 小松市 株式会社松井モータース サービス その他サービス 5%

63,395 石川県 小松市 カルバン小松店 小売業 その他小売 5%

63,396 石川県 小松市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋小松福乃宮店 サービス 飲食業 2%

63,397 石川県 小松市 ｋｉｔｃｈｅｎ ｂａｌ ＯＲＩＧＡＭＩ サービス 飲食業 5%

63,398 石川県 小松市 キミ美容室 サービス 理容・美容業 5%

63,399 石川県 小松市 牛匠しまだ サービス 飲食業 5%

63,400 石川県 小松市 九谷セラミック・ラボラトリー サービス その他サービス 5%
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63,401 石川県 小松市 九谷セラミック・ラボラトリー陶芸 サービス その他サービス 5%

63,402 石川県 小松市 ｃｏｅｕｒ　ａ’　ｃｏｅｕｒ！ サービス 理容・美容業 5%

63,403 石川県 小松市 桂花 サービス 飲食業 5%

63,404 石川県 小松市 ｇｏｓｓｉｐ 小売業 衣料品 5%

63,405 石川県 小松市 セブン－イレブン小松今江３丁目店 小売業 食料品 2%

63,406 石川県 小松市 セブン－イレブン小松大島町店 小売業 食料品 2%

63,407 石川県 小松市 小松北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,408 石川県 小松市 セブン－イレブン小松串茶屋町店 小売業 食料品 2%

63,409 石川県 小松市 セブン－イレブン小松佐々木町店 小売業 食料品 2%

63,410 石川県 小松市 セブン－イレブン小松園町店 小売業 食料品 2%

63,411 石川県 小松市 小松パブリック サービス その他サービス 5%

63,412 石川県 小松市 セブン－イレブン小松日の出町２丁目店 小売業 食料品 2%

63,413 石川県 小松市 こまつ町家文庫 サービス 宿泊業 5%

63,414 石川県 小松市 セブン－イレブン小松矢崎町店 小売業 食料品 2%

63,415 石川県 小松市 セブン－イレブン小松矢田野町店 小売業 食料品 2%

63,416 石川県 小松市 米工房ますもと 小売業 食料品 5%

63,417 石川県 小松市 サテライトステーション小松ＳＳ　ノース石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,418 石川県 小松市 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｌｉｓｓｅｒ サービス 理容・美容業 5%

63,419 石川県 小松市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 小松営業所 小売業 その他小売 5%

63,420 石川県 小松市 サンライズＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,421 石川県 小松市 サンロ－ド軽海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,422 石川県 小松市 幸せの黄金鯛焼き 小売業 食料品 5%

63,423 石川県 小松市 ジェームス小松店 小売業 その他小売 2%

63,424 石川県 小松市 Ｓｈｉｏｎ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

63,425 石川県 小松市 下粟津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,426 石川県 小松市 Ｊｙｕｃｈｉｉｍｉｐｉａｃｉ サービス 理容・美容業 5%

63,427 石川県 小松市 シンカワデンキ 小売業 電化製品 5%

63,428 石川県 小松市 すし食いねえ！小松沖店 サービス 飲食業 5%

63,429 石川県 小松市 セルフプラザ大島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,430 石川県 小松市 セルフプラザ符津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,431 石川県 小松市 ソフト整体院ＡＣＥ　【エース】 サービス その他サービス 5%

63,432 石川県 小松市 第一鈑装 サービス その他サービス 5%

63,433 石川県 小松市 タイヤガーデンエス＆エス 小売業 その他小売 5%

63,434 石川県 小松市 たたみのかおり その他業種 ー 5%

63,435 石川県 小松市 ツチダ電機販売 小売業 電化製品 5%

63,436 石川県 小松市 肴屋３８　つまみやさんぱち サービス 飲食業 5%

63,437 石川県 小松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザ有明ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,438 石川県 小松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ浜田町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,439 石川県 小松市 徳田盛華堂 小売業 食料品 5%

63,440 石川県 小松市 トヨタレンタリース石川小松空港店 その他業種 ー 2%

63,441 石川県 小松市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ＴＡＰＡＳ サービス 飲食業 5%

63,442 石川県 小松市 ニュ－イングランド　タナカ 小売業 電化製品 5%

63,443 石川県 小松市 ハートアート工房神田 ハートアート工房神田 小売業 その他小売 5%

63,444 石川県 小松市 配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,445 石川県 小松市 Ｂａｒ　橘 サービス 飲食業 5%

63,446 石川県 小松市 ８番らーめん小松店 サービス 飲食業 2%

63,447 石川県 小松市 ８番らーめん城南末広店 サービス 飲食業 2%

63,448 石川県 小松市 ８番らーめん平面店 サービス 飲食業 2%

63,449 石川県 小松市 ｈａｎａｎｏｙａ 小売業 その他小売 5%

63,450 石川県 小松市 ＰｕｒｅＮａｉｌＰｅｔｉｔ　イオンモール新小松店 サービス 理容・美容業 5%
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63,451 石川県 小松市 美容室ウプス サービス 理容・美容業 5%

63,452 石川県 小松市 ひょっとこ サービス 飲食業 5%

63,453 石川県 小松市 ひろい動物病院 サービス その他サービス 5%

63,454 石川県 小松市 ＦＵＴＡＧＩ　小松店【フタギ】 サービス その他サービス 5%

63,455 石川県 小松市 Ｈａｉｒ　Ｅｓｔｈｅ　ＬＡＺＯＳ サービス 理容・美容業 5%

63,456 石川県 小松市 ヘアーギャラリーＭー２　北浅井店 サービス 理容・美容業 5%

63,457 石川県 小松市 ヘアーサロンあさひ サービス 理容・美容業 5%

63,458 石川県 小松市 ヘアーサロンあさひ サービス 理容・美容業 5%

63,459 石川県 小松市 ヘアーモードフープ サービス 理容・美容業 5%

63,460 石川県 小松市 ＰＯＣＨＩＴＯＣＯ サービス その他サービス 5%

63,461 石川県 小松市 ホテルエアポート小松 サービス 宿泊業 5%

63,462 石川県 小松市 ホテルビナリオＫＯＭＡＴＳＵセントレ サービス 宿泊業 5%

63,463 石川県 小松市 マクドナルドイオン小松店 サービス 飲食業 2%

63,464 石川県 小松市 マクドナルド小松粟津店 サービス 飲食業 2%

63,465 石川県 小松市 マクドナルド小松店 サービス 飲食業 2%

63,466 石川県 小松市 御菓子司　松葉屋 小売業 食料品 5%

63,467 石川県 小松市 マルエー土居原店 小売業 その他小売 5%

63,468 石川県 小松市 マルエー符津店 小売業 その他小売 5%

63,469 石川県 小松市 マルエー若杉店 小売業 その他小売 5%

63,470 石川県 小松市 みにょーる サービス 飲食業 5%

63,471 石川県 小松市 宮前精肉店 小売業 食料品 5%

63,472 石川県 小松市 メガネの金光堂 小売業 その他小売 5%

63,473 石川県 小松市 メガネのハラダ小松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,474 石川県 小松市 焼肉酒場　餤だん サービス 飲食業 5%

63,475 石川県 小松市 焼肉ざんまい サービス 飲食業 5%

63,476 石川県 小松市 焼肉レストラン　小松味道園　本店 サービス 飲食業 5%

63,477 石川県 小松市 やまや紙文具 小売業 その他小売 5%

63,478 石川県 小松市 ＹＵＩＭＡＲＬ ＹＵＩＭＡＲＬ サービス 理容・美容業 5%

63,479 石川県 小松市 ＹＵ　ＳＷＥＥＴＳ　ｃａｋｅ　ａｎｄ　ｂａｋｅ 小売業 食料品 5%

63,480 石川県 小松市 らーめん世界小松店 サービス 飲食業 5%

63,481 石川県 小松市 ライラックフローリスト 小売業 その他小売 5%

63,482 石川県 小松市 ラスタ－ＡＷＡＺＵＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,483 石川県 小松市 お食事処　漁師の館 サービス 飲食業 5%

63,484 石川県 小松市 料亭　小六庵 サービス 飲食業 5%

63,485 石川県 小松市 Ｒｅｌａｘ＆ＢｅａｕｔｙｓａｌｏｎＳＩＡＮ～しあん 小売業 その他小売 5%

63,486 石川県 小松市 リリー化粧品店 小売業 その他小売 5%

63,487 石川県 小松市 和餐　　伸 サービス 飲食業 5%

63,488 石川県 小松市 ワッツ小松イオン店 小売業 総合（非専門） 5%

63,489 石川県 小松市 ワンダフルセルフイオン小松 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,490 石川県 志賀町 アンド・まつうら 小売業 電化製品 5%

63,491 石川県 志賀町 いこいの村能登半島 サービス 宿泊業 5%

63,492 石川県 志賀町 笠原健招堂薬局 小売業 その他小売 5%

63,493 石川県 志賀町 カネヨ醤油株式会社 小売業 食料品 5%

63,494 石川県 志賀町 Ｃａｆｅ　ｃｒｕｉｓｅ サービス 飲食業 5%

63,495 石川県 志賀町 湖月館 サービス 宿泊業 5%

63,496 石川県 志賀町 さもん 小売業 総合（非専門） 5%

63,497 石川県 志賀町 志賀町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,498 石川県 志賀町 高浜東ＳＳ　伴長商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,499 石川県 志賀町 デジャヴ サービス 宿泊業 5%

63,500 石川県 志賀町 てらおか風舎　富来本店 サービス 飲食業 5%
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63,501 石川県 志賀町 富来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,502 石川県 志賀町 富来バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,503 石川県 志賀町 トレンディ志賀 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,504 石川県 志賀町 どんたく　高浜店 小売業 食料品 5%

63,505 石川県 志賀町 能登金剛センター 小売業 総合（非専門） 5%

63,506 石川県 志賀町 ８番らーめん高浜店 サービス 飲食業 2%

63,507 石川県 志賀町 ８番らーめん富来店 サービス 飲食業 2%

63,508 石川県 志賀町 ふらんせ　高浜店 サービス その他サービス 5%

63,509 石川県 志賀町 ペンションクルーズ サービス 宿泊業 5%

63,510 石川県 志賀町 ペンション夕凪 サービス 宿泊業 5%

63,511 石川県 志賀町 ホームセンターロッキー富来店 小売業 その他小売 5%

63,512 石川県 珠洲市 犬の美容室ベリー サービス その他サービス 5%

63,513 石川県 珠洲市 鍵主工業　七輪の里 小売業 その他小売 5%

63,514 石川県 珠洲市 カメラのはやし 小売業 その他小売 5%

63,515 石川県 珠洲市 仮（　） サービス 宿泊業 5%

63,516 石川県 珠洲市 ＳＨＯ?ＴＡＴＳＵ サービス 飲食業 5%

63,517 石川県 珠洲市 珠洲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,518 石川県 珠洲市 蛸島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,519 石川県 珠洲市 トラベル愛ランド珠洲燈籠山通り店 サービス その他サービス 5%

63,520 石川県 珠洲市 ニュー珠洲 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,521 石川県 珠洲市 ８番らーめん飯田店 サービス 飲食業 2%

63,522 石川県 珠洲市 フードはまおか 小売業 総合（非専門） 5%

63,523 石川県 珠洲市 ヘアーサロンＨＥＩＳＨＩ サービス 理容・美容業 5%

63,524 石川県 珠洲市 有限会社　スズトウシャドウ印刷 その他業種 ー 5%

63,525 石川県 珠洲市 ロシ　飯田店 サービス その他サービス 5%

63,526 石川県 珠洲市 ろばた焼　あさ井 サービス 飲食業 5%

63,527 石川県 津幡町 出光津幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,528 石川県 津幡町 株式会社　津幡石油 小売業 その他小売 2%

63,529 石川県 津幡町 カーメンテナンスＤ?１　アル　プラザ津幡店 サービス その他サービス 2%

63,530 石川県 津幡町 勝崎館 サービス 宿泊業 5%

63,531 石川県 津幡町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋石川津幡店 サービス 飲食業 2%

63,532 石川県 津幡町 化粧ＳＣＥＮＥ　ＩＫＥＭＵＲＡ サービス その他サービス 5%

63,533 石川県 津幡町 サイクルショップしらい サービス その他サービス 5%

63,534 石川県 津幡町 酒井自動車株式会社 小売業 総合（非専門） 5%

63,535 石川県 津幡町 スカイスマイル 小売業 電化製品 5%

63,536 石川県 津幡町 ソラナム サービス 飲食業 5%

63,537 石川県 津幡町 タニイ自動車 小売業 その他小売 5%

63,538 石川県 津幡町 ちゃんぽん亭総本家津幡店　ちゃんぽん亭総本家　津幡店 サービス 飲食業 5%

63,539 石川県 津幡町 つじトレーニングジム その他業種 ー 5%

63,540 石川県 津幡町 津幡中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,541 石川県 津幡町 セブン－イレブン津幡横浜店 小売業 食料品 2%

63,542 石川県 津幡町 中田健二商店 小売業 その他小売 5%

63,543 石川県 津幡町 ８番らーめん津幡店 サービス 飲食業 2%

63,544 石川県 津幡町 ブヘサ中村固腸堂 小売業 その他小売 5%

63,545 石川県 津幡町 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　おきみ サービス 理容・美容業 5%

63,546 石川県 津幡町 牧場アイス工房ラグーン津幡店 小売業 食料品 5%

63,547 石川県 津幡町 マクドナルド津幡アルプラザ店 サービス 飲食業 2%

63,548 石川県 津幡町 めがねのアイビー　津幡店 小売業 その他小売 5%

63,549 石川県 津幡町 Ｙａｈａｔａ すしべん 津幡店 サービス 宿泊業 5%

63,550 石川県 津幡町 ロシ　加賀爪店 サービス その他サービス 5%
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63,551 石川県 中能登町 ａｔｅａｓｅ　アティーズ 小売業 その他小売 5%

63,552 石川県 中能登町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフアルプラザ鹿島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,553 石川県 中能登町 スマイルプラザ眉丈ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,554 石川県 中能登町 どんたく　エブリィ鳥屋店 小売業 食料品 5%

63,555 石川県 中能登町 セブン－イレブン中能登羽坂店 小売業 食料品 2%

63,556 石川県 中能登町 ８番らーめん鹿島店 サービス 飲食業 2%

63,557 石川県 中能登町 マクドナルド鹿島アルプラザ店 サービス 飲食業 2%

63,558 石川県 中能登町 やまざき 小売業 総合（非専門） 5%

63,559 石川県 中能登町 ヨコヤマデンキ 小売業 電化製品 5%

63,560 石川県 七尾市 赤ちゃんと子供のデパート　マリモ 小売業 衣料品 5%

63,561 石川県 七尾市 アンアン　ベイモール店 小売業 食料品 5%

63,562 石川県 七尾市 アンド・タモト 小売業 電化製品 5%

63,563 石川県 七尾市 池亀 サービス 飲食業 5%

63,564 石川県 七尾市 石川ダイハツ販売七尾店 小売業 その他小売 5%

63,565 石川県 七尾市 岩城農機店 小売業 その他小売 5%

63,566 石川県 七尾市 梅屋常五郎　本店 小売業 食料品 5%

63,567 石川県 七尾市 エトランゼ その他業種 ー 5%

63,568 石川県 七尾市 ＭＮＥＸＴ 小売業 衣料品 5%

63,569 石川県 七尾市 エムネクスト和倉店 小売業 衣料品 5%

63,570 石川県 七尾市 奥能登山海市場 小売業 食料品 5%

63,571 石川県 七尾市 お宿すず花 サービス 宿泊業 5%

63,572 石川県 七尾市 御料理五十番 サービス 飲食業 5%

63,573 石川県 七尾市 カイロプラクティック骨のほぐしや サービス その他サービス 5%

63,574 石川県 七尾市 和倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,575 石川県 七尾市 かぶとやスポーツ 小売業 その他小売 5%

63,576 石川県 七尾市 木村電気 小売業 電化製品 5%

63,577 石川県 七尾市 クロロフィル七尾美顔教室 小売業 その他小売 5%

63,578 石川県 七尾市 ケーキハウス　アトリエ 小売業 食料品 5%

63,579 石川県 七尾市 弘法湯 サービス その他サービス 5%

63,580 石川県 七尾市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフこまるやま台店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,581 石川県 七尾市 坂口電器商会（七尾） 小売業 電化製品 5%

63,582 石川県 七尾市 沢野電機商会 小売業 電化製品 5%

63,583 石川県 七尾市 杉森菓子舗　本店 小売業 食料品 5%

63,584 石川県 七尾市 たかご電機 小売業 電化製品 5%

63,585 石川県 七尾市 髙田石材店　本店 小売業 その他小売 5%

63,586 石川県 七尾市 脱毛ＭＡＸ七尾店 サービス 理容・美容業 5%

63,587 石川県 七尾市 中央茶廊 サービス 飲食業 5%

63,588 石川県 七尾市 天空の宿　大観荘 サービス 宿泊業 5%

63,589 石川県 七尾市 電遊館　どうみ 小売業 電化製品 5%

63,590 石川県 七尾市 トヨタレンタリース石川七尾店 その他業種 ー 2%

63,591 石川県 七尾市 トラベル愛ランド サービス その他サービス 5%

63,592 石川県 七尾市 鶏とまつば サービス 飲食業 5%

63,593 石川県 七尾市 どんたく　新鮮館 小売業 食料品 5%

63,594 石川県 七尾市 どんたく　ベイモール店 小売業 食料品 5%

63,595 石川県 七尾市 中島ストアー 小売業 総合（非専門） 5%

63,596 石川県 七尾市 中島町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,597 石川県 七尾市 中山薬局　パトリア中山薬局 小売業 その他小売 5%

63,598 石川県 七尾市 中山薬局本店 小売業 その他小売 5%

63,599 石川県 七尾市 七尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,600 石川県 七尾市 セブン－イレブン七尾大田店 小売業 食料品 2%
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63,601 石川県 七尾市 セブン－イレブン七尾国分町店 小売業 食料品 2%

63,602 石川県 七尾市 セブン－イレブン七尾小島町店 小売業 食料品 2%

63,603 石川県 七尾市 セブン－イレブン七尾城山インター店 小売業 食料品 2%

63,604 石川県 七尾市 七尾直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,605 石川県 七尾市 セブン－イレブン七尾常盤町店 小売業 食料品 2%

63,606 石川県 七尾市 セブン－イレブン七尾古府町店 小売業 食料品 2%

63,607 石川県 七尾市 七尾ヤクルト販売　中央センター 小売業 食料品 5%

63,608 石川県 七尾市 七尾ヤクルト販売　羽咋センター 小売業 食料品 5%

63,609 石川県 七尾市 七尾ヤクルト販売　穴水センター 小売業 食料品 5%

63,610 石川県 七尾市 七尾ヤクルト販売　珠洲センター 小売業 食料品 5%

63,611 石川県 七尾市 七尾ヤクルト販売　輪島センター 小売業 食料品 5%

63,612 石川県 七尾市 セブン－イレブン七尾和倉温泉店 小売業 食料品 2%

63,613 石川県 七尾市 セブン－イレブン七尾和倉和歌崎店 小売業 食料品 2%

63,614 石川県 七尾市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ七尾湾店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,615 石川県 七尾市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ七尾湾店セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,616 石川県 七尾市 なまこや なまこや 能登食祭市場店 小売業 食料品 5%

63,617 石川県 七尾市 なまこや なまこや 小売業 食料品 5%

63,618 石川県 七尾市 能州いろは サービス 宿泊業 5%

63,619 石川県 七尾市 能登島ガラス工房 小売業 その他小売 5%

63,620 石川県 七尾市 能登島ガラス工房 小売業 その他小売 5%

63,621 石川県 七尾市 能登島ゲストハウス葉波 サービス その他サービス 5%

63,622 石川県 七尾市 能登石油　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,623 石川県 七尾市 能登ミルク サービス 飲食業 5%

63,624 石川県 七尾市 ８番らーめん七尾店 サービス 飲食業 2%

63,625 石川県 七尾市 ８番らーめん七尾西店 サービス 飲食業 2%

63,626 石川県 七尾市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東みなと店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,627 石川県 七尾市 ふらんせ 国分店 サービス その他サービス 5%

63,628 石川県 七尾市 ふらんせ　本府中店 サービス その他サービス 5%

63,629 石川県 七尾市 ヘアーブティックＭＩＲＥＩ サービス 理容・美容業 5%

63,630 石川県 七尾市 ペンション　ｉｌ　Ｐｉｎｏ サービス 宿泊業 5%

63,631 石川県 七尾市 ホームセンターヤマキシ田鶴浜店 小売業 総合（非専門） 5%

63,632 石川県 七尾市 ホテル海望 サービス 宿泊業 5%

63,633 石川県 七尾市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,634 石川県 七尾市 松葉電器 小売業 電化製品 5%

63,635 石川県 七尾市 御祓川大学　ｂａｎｃｏ サービス その他サービス 5%

63,636 石川県 七尾市 ミネルヴァ七尾 サービス 宿泊業 5%

63,637 石川県 七尾市 ミネルヴァ七尾ふじのせ里山館 サービス 宿泊業 5%

63,638 石川県 七尾市 ミヤコ音楽堂 小売業 電化製品 5%

63,639 石川県 七尾市 メガネのハラダ七尾店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,640 石川県 七尾市 モリ 小売業 総合（非専門） 5%

63,641 石川県 七尾市 山成水産 食祭市場店 小売業 食料品 5%

63,642 石川県 七尾市 山元テレビ電器 小売業 電化製品 5%

63,643 石川県 七尾市 有限会社夢華 小売業 総合（非専門） 5%

63,644 石川県 七尾市 ゆけむりの宿　美湾荘 サービス 宿泊業 5%

63,645 石川県 七尾市 らくらく車検工房 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,646 石川県 七尾市 ロッキー七尾店 小売業 その他小売 5%

63,647 石川県 能登町 鵜川駅前ＳＳ　洲崎順二商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,648 石川県 能登町 宇出津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,649 石川県 能登町 宇出津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,650 石川県 能登町 大沢商店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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63,651 石川県 能登町 大脇昆布　大脇昆布 小売業 食料品 5%

63,652 石川県 能登町 小木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,653 石川県 能登町 かくだストア宇出津店 小売業 食料品 5%

63,654 石川県 能登町 数馬石油 小売業 ガソリンスタンド 5%

63,655 石川県 能登町 タバタ電化 小売業 電化製品 5%

63,656 石川県 能登町 直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,657 石川県 能登町 電化ショップすざき 小売業 電化製品 5%

63,658 石川県 能登町 電遊館　かみたに 小売業 電化製品 5%

63,659 石川県 能登町 電遊館　十字屋 小売業 電化製品 5%

63,660 石川県 能登町 電遊館　つちかわ 小売業 電化製品 5%

63,661 石川県 能登町 どんたく　宇出津店 小売業 食料品 5%

63,662 石川県 能登町 ８番らーめん宇出津店 サービス 飲食業 2%

63,663 石川県 能登町 百楽荘／Ｊ＆Ｊギフト その他業種 ー 5%

63,664 石川県 能登町 ふらんせ　アルプ店 サービス その他サービス 5%

63,665 石川県 能登町 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,666 石川県 能登町 松波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,667 石川県 能登町 柳田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,668 石川県 能登町 株式会社リビック能登　宇出津営業所 小売業 その他小売 5%

63,669 石川県 能登町 株式会社リビック能登　宇出津営業所２ 小売業 その他小売 5%

63,670 石川県 能登町 理容　おくなり サービス 理容・美容業 5%

63,671 石川県 野々市市 ｉｐ．ｒｅｐａｉｒ（アイピーリペア） サービス その他サービス 5%

63,672 石川県 野々市市 Ａｏｉ　Ｔｏｒｉ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

63,673 石川県 野々市市 赤い靴べら御経塚工房 サービス その他サービス 5%

63,674 石川県 野々市市 秋吉　金沢工大店 サービス 飲食業 5%

63,675 石川県 野々市市 秋吉　野々市店 サービス 飲食業 5%

63,676 石川県 野々市市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｉｚｚ野々市 サービス 理容・美容業 5%

63,677 石川県 野々市市 アトラス運転代行 サービス その他サービス 5%

63,678 石川県 野々市市 ａｎｚ　ｂｙ　ａｎｔｉｑａ サービス 理容・美容業 5%

63,679 石川県 野々市市 アンフェイス御経塚店 小売業 衣料品 5%

63,680 石川県 野々市市 居酒屋　こよみ サービス 飲食業 5%

63,681 石川県 野々市市 居酒屋　こよみ サービス 飲食業 5%

63,682 石川県 野々市市 癒し処一福 サービス 理容・美容業 5%

63,683 石川県 野々市市 ＷＩＮＫＬＡＢ金沢野々市店 サービス 理容・美容業 5%

63,684 石川県 野々市市 Ｖｅｌｏｗ’ｓ 小売業 その他小売 5%

63,685 石川県 野々市市 ヴェローズ 小売業 その他小売 5%

63,686 石川県 野々市市 うつのみや　上林店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,687 石川県 野々市市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅエコウィング御経塚店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,688 石川県 野々市市 ＳＳリテール課 小売業 その他小売 2%

63,689 石川県 野々市市 ＡＲＥＡ－１コメット 小売業 電化製品 5%

63,690 石川県 野々市市 おうちごはんｋ３６ サービス 飲食業 5%

63,691 石川県 野々市市 御経塚グランドボウル サービス その他サービス 5%

63,692 石川県 野々市市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ御経塚店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,693 石川県 野々市市 ＯＬＴＩ【オルティ】 サービス 理容・美容業 5%

63,694 石川県 野々市市 温野菜御経塚店 サービス 飲食業 2%

63,695 石川県 野々市市 カイロプラクティック爽ＲＹＵ サービス その他サービス 5%

63,696 石川県 野々市市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ加賀産業道店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,697 石川県 野々市市 株式会社北鉄航空 サービス その他サービス 5%

63,698 石川県 野々市市 株式会社ホンダテクニカル金沢　株式会社ホンダテクニカル金沢 小売業 その他小売 5%

63,699 石川県 野々市市 株式会社リョーテック 小売業 その他小売 5%

63,700 石川県 野々市市 カラーオン　金沢野々市店 サービス 理容・美容業 5%
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63,701 石川県 野々市市 カルバン野々市本店 小売業 その他小売 5%

63,702 石川県 野々市市 カルバンバイパス店 小売業 その他小売 5%

63,703 石川県 野々市市 株式会社木谷プロパン 小売業 その他小売 5%

63,704 石川県 野々市市 Ｋｉｔｃｈｅｎ　ＣＡＲＬＯ サービス 飲食業 5%

63,705 石川県 野々市市 ＫＩＭＯＮＯ・ＯＦＦ野々市店 小売業 その他小売 5%

63,706 石川県 野々市市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵイオン野々市南店 小売業 その他小売 5%

63,707 石川県 野々市市 串こよみ　押越店 サービス 飲食業 5%

63,708 石川県 野々市市 串こよみ　押越店 サービス 飲食業 5%

63,709 石川県 野々市市 ケーキ工房 グーテ ケーキ工房グーテ 小売業 食料品 5%

63,710 石川県 野々市市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅコーディアルののいち店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,711 石川県 野々市市 ごちそう　こよみ サービス 飲食業 5%

63,712 石川県 野々市市 ごちそう　こよみ サービス 飲食業 5%

63,713 石川県 野々市市 ゴルフパートナー野々市店 小売業 その他小売 2%

63,714 石川県 野々市市 ＣＯＭＰ・ＯＦＦ野々市店 小売業 その他小売 5%

63,715 石川県 野々市市 サウンドクリエイト金沢 小売業 その他小売 5%

63,716 石川県 野々市市 産業・生活エネルギー課 小売業 その他小売 2%

63,717 石川県 野々市市 ＳＡＩＮＴ　ＮＩＣＯＬＡＳ イベント 小売業 食料品 5%

63,718 石川県 野々市市 ジェームス野々市バイパス店 小売業 その他小売 2%

63,719 石川県 野々市市 ｃｈｅｒｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

63,720 石川県 野々市市 四十萬谷本舗　金沢南店 小売業 食料品 5%

63,721 石川県 野々市市 しんじょうコンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

63,722 石川県 野々市市 スーパースカルプ御経塚 サービス その他サービス 5%

63,723 石川県 野々市市 スタイリストゴトウ野々市店 小売業 その他小売 5%

63,724 石川県 野々市市 ＴＨＲＩＦＴＥＲＳＦａｍ野々市店 小売業 その他小売 5%

63,725 石川県 野々市市 生活エネルギー課 小売業 その他小売 2%

63,726 石川県 野々市市 ソフトバンク　アクロスプラザ野々市 小売業 その他小売 5%

63,727 石川県 野々市市 大日自動車販売 小売業 その他小売 5%

63,728 石川県 野々市市 タケマツ家具 小売業 家具・調度品 5%

63,729 石川県 野々市市 ＴＡＫＥＨＡＮＤＳ野々市店 小売業 その他小売 5%

63,730 石川県 野々市市 ＤＩＳＣＯＶＥＲＢＩＫＥＳ 小売業 その他小売 5%

63,731 石川県 野々市市 ｔｅｔｅ サービス 理容・美容業 5%

63,732 石川県 野々市市 動物病院　ｐｉａ サービス その他サービス 5%

63,733 石川県 野々市市 のっぽくん 小売業 その他小売 5%

63,734 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市扇が丘店 小売業 食料品 2%

63,735 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市押野１丁目店 小売業 食料品 2%

63,736 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市押野２丁目店 小売業 食料品 2%

63,737 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市上林４丁目店 小売業 食料品 2%

63,738 石川県 野々市市 野々市じょんからＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,739 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市新庄２丁目店 小売業 食料品 2%

63,740 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市住吉店 小売業 食料品 2%

63,741 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市太平寺３丁目店 小売業 食料品 2%

63,742 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市二日市店 小売業 食料品 2%

63,743 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市本町６丁目店 小売業 食料品 2%

63,744 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市三日市店 小売業 食料品 2%

63,745 石川県 野々市市 野々市矢作ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,746 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市矢作北店 小売業 食料品 2%

63,747 石川県 野々市市 Ｂａｒｂｅｒ６ サービス その他サービス 5%

63,748 石川県 野々市市 パソコンドック２４　金沢店 サービス その他サービス 5%

63,749 石川県 野々市市 ８番らーめん専福寺店 サービス 飲食業 2%

63,750 石川県 野々市市 ８番らーめん野々市粟田店 サービス 飲食業 2%
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63,751 石川県 野々市市 花　美?Ｈａｎａｂｉ? サービス 理容・美容業 5%

63,752 石川県 野々市市 パフ 小売業 総合（非専門） 5%

63,753 石川県 野々市市 Ｐａｒａｄｅ上林店 小売業 その他小売 5%

63,754 石川県 野々市市 Ｐａｒａｄｅ野々市三日市店 小売業 その他小売 5%

63,755 石川県 野々市市 びっくりドンキー御経塚店 サービス 飲食業 2%

63,756 石川県 野々市市 ＦＡＶＯＲＩＴＡ 小売業 衣料品 5%

63,757 石川県 野々市市 ファブール　ののいちサロン 小売業 その他小売 5%

63,758 石川県 野々市市 ぷちショップ ナカジマ 小売業 食料品 5%

63,759 石川県 野々市市 ＢＯＯＫ・ＯＦＦ野々市店 小売業 その他小売 2%

63,760 石川県 野々市市 ＢｌａｃｋＢｏａｒ サービス 理容・美容業 5%

63,761 石川県 野々市市 ブランシェ野々市店 小売業 その他小売 5%

63,762 石川県 野々市市 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥｃｏｃｏｓｉａ サービス 理容・美容業 5%

63,763 石川県 野々市市 ヘアーサロンきの　ヘアーサロンきの サービス 理容・美容業 5%

63,764 石川県 野々市市 ｈａｉｒ　ｇａｒｄｅｎ　Ｒｏｌｄ　野々市 サービス 理容・美容業 5%

63,765 石川県 野々市市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｇｌｅａｎ サービス 理容・美容業 5%

63,766 石川県 野々市市 ペットショップｗｉｔｈイオンタウン野々市店 小売業 その他小売 5%

63,767 石川県 野々市市 ホームセンターヤマキシ野々市店 小売業 総合（非専門） 5%

63,768 石川県 野々市市 ＰＡＵＳＥ サービス その他サービス 5%

63,769 石川県 野々市市 ボタニカルデッキ サービス 飲食業 5%

63,770 石川県 野々市市 ホワイトニングオーグののいち店 サービス その他サービス 5%

63,771 石川県 野々市市 マクドナルドイオン御経塚店 サービス 飲食業 2%

63,772 石川県 野々市市 マクドナルド野々市新庄店 サービス 飲食業 2%

63,773 石川県 野々市市 マルエー押野店 小売業 その他小売 5%

63,774 石川県 野々市市 ＭＩＫＡＤＯ 小売業 衣料品 5%

63,775 石川県 野々市市 ムサク サービス 飲食業 5%

63,776 石川県 野々市市 ムッティ その他業種 ー 5%

63,777 石川県 野々市市 メガネのハラダ　野々市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,778 石川県 野々市市 メゾン・ド・サンニコラ　アルビス明倫通り店 小売業 食料品 5%

63,779 石川県 野々市市 Ｙａｈａｔａ すしべん 野々市市役所店 サービス 飲食業 5%

63,780 石川県 野々市市 Ｙａｈａｔａ すしべん 野々市店 サービス 飲食業 5%

63,781 石川県 野々市市 大和屋金沢店 その他業種 ー 5%

63,782 石川県 野々市市 有限会社ヴァンワークス サービス その他サービス 5%

63,783 石川県 野々市市 （有）小崎鋸目立店 小売業 その他小売 5%

63,784 石川県 野々市市 有限会社ムラモト空調サービス 小売業 電化製品 5%

63,785 石川県 野々市市 ４ｃｍ 野々市店 サービス 理容・美容業 5%

63,786 石川県 野々市市 Ｒａｍｐ　Ｊａｃｋ　野々市店 小売業 その他小売 5%

63,787 石川県 野々市市 ＲＩＦＵ サービス 理容・美容業 5%

63,788 石川県 野々市市 リペア革工場 サービス その他サービス 5%

63,789 石川県 野々市市 レオン野々市スポーツスクエア サービス その他サービス 5%

63,790 石川県 野々市市 ＬＥＯＮＮｏｎｏｉｃｈｉ サービス その他サービス 5%

63,791 石川県 野々市市 ロイヤルクリーニングイオン野々市店 サービス その他サービス 5%

63,792 石川県 野々市市 ロイヤルクリーニング　大阪屋三納店 サービス その他サービス 5%

63,793 石川県 野々市市 浪漫遊　金沢本店 小売業 その他小売 5%

63,794 石川県 野々市市 ワイクラブ サービス その他サービス 5%

63,795 石川県 野々市市 ＷＯＲＤＲＯＢＥ サービス その他サービス 5%

63,796 石川県 野々市市 ワンダフルセルフ新庄 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,797 石川県 能美市 あすなろ 小売業 その他小売 5%

63,798 石川県 能美市 アンド・つじ 小売業 電化製品 5%

63,799 石川県 能美市 アンド　はとや 小売業 電化製品 5%

63,800 石川県 能美市 出光辰口公園前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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63,801 石川県 能美市 出光根上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,802 石川県 能美市 お多福　梯川店 サービス 飲食業 5%

63,803 石川県 能美市 株式会社中西書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,804 石川県 能美市 カイロプラクティックＣｏｃｏｎ小池 サービス その他サービス 5%

63,805 石川県 能美市 株式会社山岸九谷焼相互社 その他業種 ー 5%

63,806 石川県 能美市 株式会社三崎ストアーサンパーク店 小売業 食料品 5%

63,807 石川県 能美市 ガレージ　イロハ サービス その他サービス 5%

63,808 石川県 能美市 スタジオＯ　Ｐ　Ｓ サービス その他サービス 5%

63,809 石川県 能美市 大成どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

63,810 石川県 能美市 フィットネス＆カフェＤＡＤＡ その他業種 ー 5%

63,811 石川県 能美市 辰口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,812 石川県 能美市 寺井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,813 石川県 能美市 寺井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,814 石川県 能美市 セブン－イレブン能美山田町店 小売業 食料品 2%

63,815 石川県 能美市 セブン－イレブン能美大長野町店 小売業 食料品 2%

63,816 石川県 能美市 セブン－イレブン能美五間堂店 小売業 食料品 2%

63,817 石川県 能美市 セブン－イレブン能美辰口店 小売業 食料品 2%

63,818 石川県 能美市 ８番らーめん手取店 サービス 飲食業 2%

63,819 石川県 能美市 ピザテン・フォー　石川能美店　２ サービス その他サービス 5%

63,820 石川県 能美市 風来 小売業 食料品 5%

63,821 石川県 能美市 フォトアトリエ　アディ サービス その他サービス 5%

63,822 石川県 能美市 （有）藤井肉店 その他業種 ー 5%

63,823 石川県 能美市 プライベ－トサロンセレナ サービス 理容・美容業 5%

63,824 石川県 能美市 フラワーショップ花靖 小売業 その他小売 5%

63,825 石川県 能美市 フレッシュフードひろかわ 小売業 総合（非専門） 5%

63,826 石川県 能美市 ポプラ能美寺井店 小売業 総合（非専門） 2%

63,827 石川県 能美市 まつさき サービス 宿泊業 5%

63,828 石川県 能美市 マルエー寺井店 小売業 その他小売 5%

63,829 石川県 能美市 メルベーユ森 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,830 石川県 能美市 ヤマダフォト サービス その他サービス 5%

63,831 石川県 能美市 有限会社岡元農場 小売業 食料品 5%

63,832 石川県 能美市 有限会社常橋モータース サービス その他サービス 5%

63,833 石川県 能美市 リカー＆フーズヤマシタ 小売業 総合（非専門） 5%

63,834 石川県 能美市 理容マルシン サービス 理容・美容業 5%

63,835 石川県 能美市 ＬＩＮＫＵＰＳＫＡＴＥＢＯＡＲＤＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

63,836 石川県 能美市 レストラン ビオ ダイニング サービス 飲食業 5%

63,837 石川県 羽咋市 イーアンドエム サービス 飲食業 5%

63,838 石川県 羽咋市 一宮ＳＳ　大森石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,839 石川県 羽咋市 オ－トピアはくいＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,840 石川県 羽咋市 鹿島路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,841 石川県 羽咋市 株式会社ホンダ羽咋販売 サービス その他サービス 5%

63,842 石川県 羽咋市 柴垣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,843 石川県 羽咋市 千田電器商会 小売業 電化製品 5%

63,844 石川県 羽咋市 大一家具 小売業 家具・調度品 5%

63,845 石川県 羽咋市 セブン－イレブン羽咋千里浜インター店 小売業 食料品 2%

63,846 石川県 羽咋市 羽咋西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,847 石川県 羽咋市 ８番らーめん羽咋店 サービス 飲食業 2%

63,848 石川県 羽咋市 羽音碧々 サービス 宿泊業 5%

63,849 石川県 羽咋市 平野自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

63,850 石川県 羽咋市 ふらんせ　石野店 サービス その他サービス 5%
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63,851 石川県 羽咋市 ふらんせ 羽咋店 サービス その他サービス 5%

63,852 石川県 羽咋市 ヘアーコーディネイトサロンＺＥＮ サービス 理容・美容業 5%

63,853 石川県 羽咋市 マクドナルドイオンタウン羽咋店 サービス 飲食業 2%

63,854 石川県 羽咋市 Ｙａｈａｔａ すしべん 一の宮店 サービス 飲食業 5%

63,855 石川県 羽咋市 ラ　クロシェット　ラ　　クロシェット サービス 飲食業 5%

63,856 石川県 羽咋市 理容なつしま サービス 理容・美容業 5%

63,857 石川県 羽咋市 ホームセンターロッキー羽咋店 小売業 その他小売 5%

63,858 石川県 白山市 秋吉　松任店 サービス 飲食業 5%

63,859 石川県 白山市 Ａ　Ｃｏ サービス 理容・美容業 5%

63,860 石川県 白山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアサンテ宮永店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,861 石川県 白山市 アミング松任店 小売業 その他小売 5%

63,862 石川県 白山市 アンド・スミダ 小売業 電化製品 5%

63,863 石川県 白山市 池内商店Ⅱ別当茶屋店 小売業 その他小売 5%

63,864 石川県 白山市 石川ダイハツ販売　白山店 小売業 その他小売 5%

63,865 石川県 白山市 石焼ステーキ贅 石川白山店 サービス 飲食業 5%

63,866 石川県 白山市 ヴォーグ　イチノ　コア店 小売業 衣料品 5%

63,867 石川県 白山市 オーシャンドリーム 小売業 その他小売 5%

63,868 石川県 白山市 御菓子司　むらもと 小売業 食料品 5%

63,869 石川県 白山市 加賀商会 小売業 その他小売 5%

63,870 石川県 白山市 金沢屋白山店 サービス その他サービス 5%

63,871 石川県 白山市 ｃａｆｅ　ｑｕａｐｒｉｃｈｏ サービス 飲食業 5%

63,872 石川県 白山市 株式会社ＤＲＥＡＭ　ＷＯＲＫＳ　石川パソコン修理センター サービス その他サービス 5%

63,873 石川県 白山市 グミ サービス 理容・美容業 5%

63,874 石川県 白山市 さか喜　さか喜 サービス 飲食業 5%

63,875 石川県 白山市 汐井酒店 小売業 その他小売 5%

63,876 石川県 白山市 ｓｉｓｉｕｔｌ 小売業 その他小売 5%

63,877 石川県 白山市 新別宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,878 石川県 白山市 スカイ獅子吼パラグライダースクール その他業種 ー 5%

63,879 石川県 白山市 すし食いねえ！松任本店 サービス 飲食業 5%

63,880 石川県 白山市 すたみな太郎　松任店 サービス 飲食業 5%

63,881 石川県 白山市 すとらんじふぁるふぁる 小売業 その他小売 5%

63,882 石川県 白山市 瀬川屋プランニング 小売業 食料品 5%

63,883 石川県 白山市 チアフルドッグ サービス その他サービス 5%

63,884 石川県 白山市 ＤＤツインウェーブ松任セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,885 石川県 白山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅツインウェーブ松任店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,886 石川県 白山市 鶴来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,887 石川県 白山市 鶴来ＳＳ　株式会社桜井油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,888 石川県 白山市 鶴来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,889 石川県 白山市 セブン－イレブン鶴来白山町店 小売業 食料品 2%

63,890 石川県 白山市 鶴の家 サービス 飲食業 5%

63,891 石川県 白山市 デジョイピザ サービス 飲食業 5%

63,892 石川県 白山市 ｄｏｇｓａｌｏｎｃｏｃｏｎｉｃｏ サービス その他サービス 5%

63,893 石川県 白山市 トヨタレンタリース石川松任店 その他業種 ー 2%

63,894 石川県 白山市 トラベル・エー　ラスパ白山店 サービス その他サービス 5%

63,895 石川県 白山市 Ｔｒａｎｓｉｔ Ｂｅａｎｓ ＴｒａｎｓｉｔＢｅａｎｓ 小売業 食料品 5%

63,896 石川県 白山市 ナカムラ電器 小売業 電化製品 5%

63,897 石川県 白山市 ｎｏｔｔｏ 小売業 衣料品 5%

63,898 石川県 白山市 バーバージェントル サービス 理容・美容業 5%

63,899 石川県 白山市 バーバーショップループ サービス 理容・美容業 5%

63,900 石川県 白山市 セブン－イレブン白山安養寺店 小売業 食料品 2%
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63,901 石川県 白山市 セブン－イレブン白山北安田南店 小売業 食料品 2%

63,902 石川県 白山市 セブン－イレブン白山五歩市町店 小売業 食料品 2%

63,903 石川県 白山市 セブン－イレブン白山中成２丁目店 小売業 食料品 2%

63,904 石川県 白山市 セブン－イレブン白山村井町店 小売業 食料品 2%

63,905 石川県 白山市 白山明光ＳＳ　株式会社桜井油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,906 石川県 白山市 セブン－イレブン白山八ツ矢町店 小売業 食料品 2%

63,907 石川県 白山市 セブン－イレブン白山横江町店 小売業 食料品 2%

63,908 石川県 白山市 ８番らーめん鶴来店 サービス 飲食業 2%

63,909 石川県 白山市 ８番らーめん松任店 サービス 飲食業 2%

63,910 石川県 白山市 Ｐａｒｔｎｅｒ サービス 理容・美容業 5%

63,911 石川県 白山市 和雪庵 その他業種 ー 5%

63,912 石川県 白山市 ふぐの糠漬粕漬　安新 小売業 食料品 5%

63,913 石川県 白山市 ふくふくらんどｂｙフクズミ 小売業 衣料品 5%

63,914 石川県 白山市 ＨＡＩＲ　ＳＨＡＶＥ　ＡＤＡＴＩ サービス 理容・美容業 5%

63,915 石川県 白山市 ヘアーサロンゆうき サービス 理容・美容業 5%

63,916 石川県 白山市 ＨＡＩＲ　ＲＯＯＭ　ｑｕｕ＋ サービス 理容・美容業 5%

63,917 石川県 白山市 ほぐし屋ツル サービス その他サービス 5%

63,918 石川県 白山市 ボディリペア　ＯＳＡＮＡＩ サービス その他サービス 5%

63,919 石川県 白山市 ポポラマーマ　アピタ松任店 サービス 飲食業 5%

63,920 石川県 白山市 Ｍｙリペアサービス松任工房 サービス その他サービス 5%

63,921 石川県 白山市 前越電化社 小売業 電化製品 5%

63,922 石川県 白山市 前越電化社 小売業 電化製品 5%

63,923 石川県 白山市 マクドナルドイオン松任店 サービス 飲食業 2%

63,924 石川県 白山市 マクドナルド松任アピタ店 サービス 飲食業 2%

63,925 石川県 白山市 マクドナルドまっとう車遊館店 サービス 飲食業 2%

63,926 石川県 白山市 マクドナルド松任フェアモール店 サービス 飲食業 2%

63,927 石川県 白山市 松任ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,928 石川県 白山市 セブンーイレブン松任石川中央病院店 小売業 食料品 2%

63,929 石川県 白山市 松任ターミナルホテル サービス 宿泊業 5%

63,930 石川県 白山市 松任バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,931 石川県 白山市 マルエー井口店 小売業 その他小売 5%

63,932 石川県 白山市 マルエー鶴来店 小売業 その他小売 5%

63,933 石川県 白山市 マルエー松任店 小売業 その他小売 5%

63,934 石川県 白山市 マルエーｍｉｎｉ美川店 小売業 その他小売 5%

63,935 石川県 白山市 セブン－イレブン美川インター店 小売業 食料品 2%

63,936 石川県 白山市 美川どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

63,937 石川県 白山市 Ｍｒ．ファニー木津 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,938 石川県 白山市 メンズカットスタジアム サービス 理容・美容業 5%

63,939 石川県 白山市 メンズショップセブン　鶴来店 小売業 衣料品 5%

63,940 石川県 白山市 麺処こよみ サービス 飲食業 5%

63,941 石川県 白山市 Ｙａｈａｔａ すしべん 鶴来店 サービス 公共料金 5%

63,942 石川県 白山市 Ｙａｈａｔａ すしべん 松本店 サービス 飲食業 5%

63,943 石川県 白山市 山猫 サービス 飲食業 5%

63,944 石川県 白山市 有限会社　中嶋茶舗 小売業 食料品 5%

63,945 石川県 白山市 有限会社ガレージジップ 小売業 その他小売 5%

63,946 石川県 白山市 有限会社小鍋商店 有限会社 小鍋商店 その他業種 ー 5%

63,947 石川県 白山市 ｙｕｒａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

63,948 石川県 白山市 養殖場「白山堂」 小売業 総合（非専門） 5%

63,949 石川県 白山市 吉市醤油店　吉市醤油店 小売業 食料品 5%

63,950 石川県 白山市 吉野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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63,951 石川県 白山市 らーめん世界松任店 サービス 飲食業 5%

63,952 石川県 白山市 ＬＩＦＥ　ＩＮＤＥＸ 小売業 家具・調度品 5%

63,953 石川県 白山市 ルミエール小倉屋菓子舗　ルミエール小倉屋菓子舗 小売業 食料品 5%

63,954 石川県 白山市 レオン白山フットサルガーデン サービス その他サービス 5%

63,955 石川県 白山市 レオン白山フットサルガーデン サービス その他サービス 5%

63,956 石川県 白山市 旺徳福 サービス 飲食業 5%

63,957 石川県 白山市 ワンダフルセルフ徳光インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,958 石川県 宝達志水町 御菓子司たにぐち 本店 小売業 食料品 5%

63,959 石川県 宝達志水町 古墳の湯 サービス その他サービス 5%

63,960 石川県 宝達志水町 生鮮館ちゃれんじ 小売業 総合（非専門） 5%

63,961 石川県 宝達志水町 宝湯 サービス その他サービス 5%

63,962 石川県 宝達志水町 電化ショップモトヤマ 小売業 電化製品 5%

63,963 石川県 宝達志水町 ヘアーショップルック サービス 理容・美容業 5%

63,964 石川県 宝達志水町 宝達山本舗松月堂 小売業 食料品 5%

63,965 石川県 宝達志水町 Ｈｏｐｅ　ｈａｉｒ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

63,966 石川県 宝達志水町 有限会社　深井自動車サービス 小売業 その他小売 5%

63,967 石川県 輪島市 出光曽々木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,968 石川県 輪島市 出光南輪島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,969 石川県 輪島市 出光門前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,970 石川県 輪島市 大向カーオート サービス その他サービス 5%

63,971 石川県 輪島市 （株）大向自動車整備工場 小売業 その他小売 5%

63,972 石川県 輪島市 有限会社小森商会 小売業 その他小売 5%

63,973 石川県 輪島市 酒ブティックおくだ 小売業 食料品 5%

63,974 石川県 輪島市 旅サロン輪島 サービス その他サービス 5%

63,975 石川県 輪島市 劔地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,976 石川県 輪島市 トヨタレンタリース石川能登空港店 その他業種 ー 2%

63,977 石川県 輪島市 のどぐろ総本店 サービス 飲食業 5%

63,978 石川県 輪島市 のと　能登　　輪島朝市食べ処 サービス 飲食業 5%

63,979 石川県 輪島市 能登・門前ファミリーインビュー・サンセッ サービス 宿泊業 5%

63,980 石川県 輪島市 ８番らーめん輪島店 サービス 飲食業 2%

63,981 石川県 輪島市 ファミリエ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,982 石川県 輪島市 蒔絵坂口 その他業種 ー 5%

63,983 石川県 輪島市 山下時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,984 石川県 輪島市 有限会社　奥能登コンタクト 小売業 その他小売 5%

63,985 石川県 輪島市 Ｒａｐｐｏｒｔ　ｄｕ　ｐａｉｎ 小売業 食料品 5%

63,986 石川県 輪島市 リバーサイド二ツ屋 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,987 石川県 輪島市 ワイホーム　ワジマテン 小売業 食料品 5%

63,988 石川県 輪島市 輪島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,989 石川県 輪島市 輪島温泉八汐 サービス 宿泊業 5%

63,990 石川県 輪島市 和洋菓子島崎 小売業 食料品 5%

63,991 福井県 あわら市 秋吉　金津店 サービス 飲食業 5%

63,992 福井県 あわら市 セブン－イレブンあわら市姫店 小売業 食料品 2%

63,993 福井県 あわら市 芦原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,994 福井県 あわら市 セブン－イレブンあわら大溝店 小売業 食料品 2%

63,995 福井県 あわら市 あわら温泉　政竜閣 サービス 宿泊業 5%

63,996 福井県 あわら市 セブン－イレブンあわら国影店 小売業 食料品 2%

63,997 福井県 あわら市 芦原波松ＳＳ　坪田石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,998 福井県 あわら市 出光南金津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,999 福井県 あわら市 小澤公順税理士事務所 サービス その他サービス 5%

64,000 福井県 あわら市 カメハメハ大農場の農家カフェ　カメハメハ大農場の農家カフェ　スイーツ サービス 飲食業 5%
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64,001 福井県 あわら市 阪田薬局 小売業 その他小売 5%

64,002 福井県 あわら市 伝統旅館のぬくもり灰屋 サービス 宿泊業 5%

64,003 福井県 あわら市 ＤＤセルフニューあわらＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,004 福井県 あわら市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフニューあわら店　金津 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,005 福井県 あわら市 トヨタレンタリース福井あわら温泉駅前店 サービス その他サービス 2%

64,006 福井県 あわら市 鳥ひろ サービス 飲食業 5%

64,007 福井県 あわら市 Ｎｅｗｉｎｇｌａｎｄ　かとう 小売業 電化製品 5%

64,008 福井県 あわら市 ８番らーめん芦原街道店 サービス 飲食業 2%

64,009 福井県 あわら市 ハニービッグベリーマーケット芦原 小売業 食料品 5%

64,010 福井県 あわら市 ハニービッグマート高塚店 小売業 食料品 5%

64,011 福井県 あわら市 ハニービッグマート金津店 小売業 食料品 5%

64,012 福井県 あわら市 ビッグベリーマーケット芦原 小売業 食料品 5%

64,013 福井県 あわら市 ビッグマート金津店 小売業 食料品 5%

64,014 福井県 あわら市 ビッグマート高塚店 小売業 食料品 5%

64,015 福井県 あわら市 ホームセンターヤマキシ金津店 小売業 総合（非専門） 5%

64,016 福井県 あわら市 北陸　あわら温泉　美松 サービス 宿泊業 5%

64,017 福井県 あわら市 細呂木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,018 福井県 あわら市 ホテル八木 サービス 宿泊業 5%

64,019 福井県 あわら市 ホテルゆ楽 サービス 宿泊業 5%

64,020 福井県 あわら市 まつや千千 サービス 宿泊業 5%

64,021 福井県 あわら市 みのや泰平閣 サービス 宿泊業 5%

64,022 福井県 あわら市 有限会社オートサービス上野 サービス その他サービス 5%

64,023 福井県 あわら市 有限会社山形屋 小売業 その他小売 5%

64,024 福井県 あわら市 ゆけむり珈琲店 小売業 食料品 5%

64,025 福井県 あわら市 夢屋華筑紫 サービス 宿泊業 5%

64,026 福井県 あわら市 ヨシムラ洋菓子店　ヨシムラ洋菓子店 小売業 食料品 5%

64,027 福井県 あわら市 レイクサイド　北潟湖畔荘 サービス 宿泊業 5%

64,028 福井県 池田町 Ｔｒｅｅ　Ｐｉｃｎｉｃ　Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ　ＩＫＥＤＡ サービス その他サービス 5%

64,029 福井県 池田町 まちの駅　こってコテいけだ 小売業 食料品 5%

64,030 福井県 永平寺町 アリーナ山王ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,031 福井県 永平寺町 アレナ福大病院前店 小売業 食料品 5%

64,032 福井県 永平寺町 井の上 小売業 家具・調度品 5%

64,033 福井県 永平寺町 永平寺ＳＳ　株式会社永伸商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,034 福井県 永平寺町 勝木書店 福井県立大売店 小売業 その他小売 5%

64,035 福井県 永平寺町 勝木書店　福井大学医学部売店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,036 福井県 永平寺町 Ｃｕｔ　　ｉｎ　　あさの サービス 理容・美容業 5%

64,037 福井県 永平寺町 スカイ　福島屋 小売業 電化製品 5%

64,038 福井県 永平寺町 （有）鈴木米穀・ＬＰガス 小売業 食料品 5%

64,039 福井県 永平寺町 でんきランドハセガワ 小売業 電化製品 5%

64,040 福井県 永平寺町 トヨタ部品福井共販本社営業所 小売業 その他小売 5%

64,041 福井県 永平寺町 ハニーアレナ福大病院前店 小売業 食料品 5%

64,042 福井県 永平寺町 セブン－イレブン福井県立大学前店 小売業 食料品 2%

64,043 福井県 永平寺町 松岡店 小売業 食料品 5%

64,044 福井県 永平寺町 メイトフード 小売業 総合（非専門） 5%

64,045 福井県 越前市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザたけふ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,046 福井県 越前市 青木電気商会　青木電気商会 小売業 電化製品 5%

64,047 福井県 越前市 青山電機商会 小売業 電化製品 5%

64,048 福井県 越前市 秋吉　武生店 サービス 飲食業 5%

64,049 福井県 越前市 秋吉　武生西店 サービス 飲食業 5%

64,050 福井県 越前市 朝日軒 サービス 理容・美容業 5%
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64,051 福井県 越前市 味真野店 小売業 総合（非専門） 5%

64,052 福井県 越前市 アンドうの 小売業 電化製品 5%

64,053 福井県 越前市 イーストサバエＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,054 福井県 越前市 一般社団法人環境文化研究所 その他業種 ー 5%

64,055 福井県 越前市 出光鯖江セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,056 福井県 越前市 出光セルフしばはらＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,057 福井県 越前市 出光武生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,058 福井県 越前市 出光武生家久ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,059 福井県 越前市 梅田公認会計士事務所 梅田公認会計士事務所 サービス その他サービス 5%

64,060 福井県 越前市 セブン－イレブン越前粟田部店 小売業 食料品 2%

64,061 福井県 越前市 セブン－イレブン越前芝原４丁目店 小売業 食料品 2%

64,062 福井県 越前市 セブン－イレブン越前塚町店 小売業 食料品 2%

64,063 福井県 越前市 セブン－イレブン越前妙法寺町店 小売業 食料品 2%

64,064 福井県 越前市 ＥｎｅＪｅｔ武生インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,065 福井県 越前市 ｏａｓｉｓ サービス 理容・美容業 5%

64,066 福井県 越前市 総癒館越前中央院 サービス 理容・美容業 5%

64,067 福井県 越前市 有限会社菓子本陣月尾 その他業種 ー 5%

64,068 福井県 越前市 ｃａｆｅ　ゆいまーる サービス 飲食業 5%

64,069 福井県 越前市 カレーハウスココ壱番屋武生８号バイパス店 サービス 飲食業 2%

64,070 福井県 越前市 カワバタ電器 小売業 電化製品 5%

64,071 福井県 越前市 小柳タンス店 小売業 家具・調度品 5%

64,072 福井県 越前市 小林印章堂 小林印章堂 小売業 その他小売 5%

64,073 福井県 越前市 コマヤ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,074 福井県 越前市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ＋ＧＥＯ武生店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,075 福井県 越前市 スカイタケウチ 小売業 電化製品 5%

64,076 福井県 越前市 スクールショップイクラボ 小売業 衣料品 5%

64,077 福井県 越前市 炭火焼肉屋さかい武生店 サービス 飲食業 2%

64,078 福井県 越前市 清七しょう店　林石油店　清七しょう店 小売業 その他小売 5%

64,079 福井県 越前市 セルフ武生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,080 福井県 越前市 アバンツァーレ 小売業 衣料品 5%

64,081 福井県 越前市 総癒館　越前中央院 小売業 その他小売 5%

64,082 福井県 越前市 ダイソー武生店 小売業 その他小売 2%

64,083 福井県 越前市 武生南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,084 福井県 越前市 タケフナイフビレッジ協同組合 小売業 その他小売 5%

64,085 福井県 越前市 中央電化センター 小売業 電化製品 5%

64,086 福井県 越前市 でんきランド　タナカ 小売業 電化製品 5%

64,087 福井県 越前市 でんきランドくぼた 小売業 電化製品 5%

64,088 福井県 越前市 トヨタ部品福井共販武生営業所 小売業 その他小売 5%

64,089 福井県 越前市 トヨタレンタリース福井越前たけふ店 サービス その他サービス 2%

64,090 福井県 越前市 虎ノ門漢方堂 小売業 その他小売 5%

64,091 福井県 越前市 中西木材株式会社　中西木材株式会社 その他業種 ー 5%

64,092 福井県 越前市 ニューイングランド　かみかわ 小売業 電化製品 5%

64,093 福井県 越前市 ネッツトヨタ福井武生店 小売業 その他小売 5%

64,094 福井県 越前市 ハーツ　たけふ店 小売業 食料品 5%

64,095 福井県 越前市 バイクショップ　モト　クラブ 小売業 その他小売 5%

64,096 福井県 越前市 ８番ラーメン国高店 サービス 飲食業 2%

64,097 福井県 越前市 ８番ラーメン武生店 サービス 飲食業 2%

64,098 福井県 越前市 ハッピートラベル　武生店 サービス その他サービス 5%

64,099 福井県 越前市 パナパックみすみ 小売業 電化製品 5%

64,100 福井県 越前市 ハニービッグベリーマーケット芝原 小売業 食料品 5%
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64,101 福井県 越前市 ハニービッグベリーマーケット王子保ＳＰ 小売業 食料品 5%

64,102 福井県 越前市 ハニービッグベリーマーケット新町 小売業 食料品 5%

64,103 福井県 越前市 林石油店 林石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,104 福井県 越前市 株式会社ひしだい書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,105 福井県 越前市 ビッグベリーマーケット王子保ＳＰ 小売業 食料品 5%

64,106 福井県 越前市 ビッグベリーマーケット芝原 小売業 食料品 5%

64,107 福井県 越前市 ビッグベリーマーケット新町 小売業 食料品 5%

64,108 福井県 越前市 美容室　ｃｈａｔｔｙ サービス 理容・美容業 5%

64,109 福井県 越前市 美容室クラフト 美容室ｋｒａｆｔ サービス 理容・美容業 5%

64,110 福井県 越前市 ファニチャーホリック 小売業 家具・調度品 5%

64,111 福井県 越前市 福井ダイハツ販売　越前店 小売業 その他小売 5%

64,112 福井県 越前市 福井トヨタ自動車　サンドーム南店 小売業 その他小売 5%

64,113 福井県 越前市 福井トヨタ自動車Ｕ－Ｃａｒピアサンドー 小売業 その他小売 5%

64,114 福井県 越前市 福井補聴器センター武生店 小売業 その他小売 5%

64,115 福井県 越前市 ブック・オフ　武生店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,116 福井県 越前市 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＬｅＬｅＣａ サービス 理容・美容業 5%

64,117 福井県 越前市 Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＬＩＮＫ　リンク サービス 理容・美容業 5%

64,118 福井県 越前市 Ｈｏｓｔｅｌ２９１ サービス その他サービス 5%

64,119 福井県 越前市 マクドナルド武生シピィ店 サービス 飲食業 2%

64,120 福井県 越前市 マクドナルド武生楽市店 サービス 飲食業 2%

64,121 福井県 越前市 マルカワみそ株式会社　マルカワみそ 小売業 食料品 5%

64,122 福井県 越前市 箕輪漆行 小売業 総合（非専門） 5%

64,123 福井県 越前市 免疫陶板浴きずな サービス その他サービス 5%

64,124 福井県 越前市 メンズヘア　バーブレス サービス 理容・美容業 5%

64,125 福井県 越前市 焼肉　三四郎 サービス 飲食業 5%

64,126 福井県 越前市 山田英夫商店 小売業 家具・調度品 5%

64,127 福井県 越前市 洋服の正札堂 小売業 衣料品 5%

64,128 福井県 越前市 ＬＡＭＰ サービス その他サービス 5%

64,129 福井県 越前市 ｒｉｔα サービス 飲食業 5%

64,130 福井県 越前市 龍泉刃物 小売業 その他小売 5%

64,131 福井県 越前市 リラックススタジオシュン サービス 理容・美容業 5%

64,132 福井県 越前市 レヴェイユ サービス 理容・美容業 5%

64,133 福井県 越前市 ＬＡＮＴＥＮ　ｂｙ　ｆｌｏｗｅｒ 小売業 その他小売 5%

64,134 福井県 越前市 Ｌｏｇｙ　ｓ　Ｐｉｃｎｉｃ　Ｍａｒｔ 小売業 食料品 5%

64,135 福井県 越前市 和紙の里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,136 福井県 越前町 朝日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,137 福井県 越前町 朝日中央店 小売業 食料品 5%

64,138 福井県 越前町 朝日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,139 福井県 越前町 越前海岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,140 福井県 越前町 織田国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,141 福井県 越前町 河瀬石油 小売業 その他小売 2%

64,142 福井県 越前町 有限会社佐々木弥一郎商店 小売業 その他小売 5%

64,143 福井県 越前町 サンルート４１７ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,144 福井県 越前町 シナノスタジオ サービス その他サービス 5%

64,145 福井県 越前町 スーパーホームセンターヤマキシ朝日店 小売業 総合（非専門） 5%

64,146 福井県 越前町 ニューイングランド　こつじ 小売業 電化製品 5%

64,147 福井県 越前町 ８番らーめん織田店 サービス 飲食業 2%

64,148 福井県 越前町 ハニー朝日中央店 小売業 食料品 5%

64,149 福井県 越前町 みずしま写真館　本店 サービス その他サービス 5%

64,150 福井県 越前町 みずしま写真館　メルシ店 サービス その他サービス 5%
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64,151 福井県 越前町 料理宿やまざき サービス 宿泊業 5%

64,152 福井県 越前町 旅館金龍 サービス 宿泊業 5%

64,153 福井県 越前町 レディオガガ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,154 福井県 おおい町 石山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,155 福井県 おおい町 大島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,156 福井県 おおい町 糀谷モータース本社 小売業 その他小売 5%

64,157 福井県 おおい町 有限会社島長商店久坂出張所 小売業 その他小売 5%

64,158 福井県 おおい町 ほぐし処こころ サービス その他サービス 5%

64,159 福井県 おおい町 本郷ＳＳ　有限会社時岡石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,160 福井県 おおい町 松宮電器店 小売業 電化製品 5%

64,161 福井県 おおい町 明和鈑金 小売業 その他小売 5%

64,162 福井県 おおい町 有限会社よごや 小売業 衣料品 5%

64,163 福井県 おおい町 リビングショップしむら 小売業 総合（非専門） 5%

64,164 福井県 おおい町 若狭パールＭａｍｉｙａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,165 福井県 大野市 アイランドカフェ サービス 飲食業 5%

64,166 福井県 大野市 秋吉　大野店 サービス 飲食業 5%

64,167 福井県 大野市 泉酒店 小売業 食料品 5%

64,168 福井県 大野市 出光九頭竜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,169 福井県 大野市 出光パーク月美ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,170 福井県 大野市 ウスイモータース　株式会社ウスイモータース サービス その他サービス 5%

64,171 福井県 大野市 ＥＤＩＳＯＮ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

64,172 福井県 大野市 ＥｎｅＪｅｔオートヴィオＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,173 福井県 大野市 大野口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,174 福井県 大野市 大野バイパス北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,175 福井県 大野市 奥越菓庵やまうち 小売業 食料品 5%

64,176 福井県 大野市 お好み焼　ひろの サービス 飲食業 5%

64,177 福井県 大野市 かじ惣ヴィオ店 小売業 食料品 5%

64,178 福井県 大野市 かじ惣リブレ店 小売業 食料品 5%

64,179 福井県 大野市 春日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,180 福井県 大野市 勝木書店大野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,181 福井県 大野市 株式会社セツコ ヴィオ サービス 理容・美容業 5%

64,182 福井県 大野市 共栄電機 小売業 電化製品 5%

64,183 福井県 大野市 久留美寿司 サービス 飲食業 5%

64,184 福井県 大野市 ニュ－イングランド　さんけいどう 小売業 電化製品 5%

64,185 福井県 大野市 島田石油　越前大野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,186 福井県 大野市 新鮮館大野インター 小売業 食料品 5%

64,187 福井県 大野市 新鮮館こぶし通り 小売業 食料品 5%

64,188 福井県 大野市 新鮮館三番通り 小売業 食料品 5%

64,189 福井県 大野市 スカイミズカミ 小売業 電化製品 5%

64,190 福井県 大野市 チポラ サービス 飲食業 5%

64,191 福井県 大野市 土田電機 小売業 電化製品 5%

64,192 福井県 大野市 手打そばお清水・居酒家ＯＳＨＯＺＵ サービス 飲食業 5%

64,193 福井県 大野市 でんきランドきのした 小売業 電化製品 5%

64,194 福井県 大野市 トヨタレンタリース福井大野店 サービス その他サービス 2%

64,195 福井県 大野市 中原設備 サービス その他サービス 5%

64,196 福井県 大野市 ネッツトヨタ福井大野店 小売業 その他小売 5%

64,197 福井県 大野市 ８番らーめん大野店 サービス 飲食業 2%

64,198 福井県 大野市 ハニー新鮮館おおの 小売業 食料品 5%

64,199 福井県 大野市 ハニー新鮮館こぶし通り 小売業 食料品 5%

64,200 福井県 大野市 ハニー新鮮館三番通り 小売業 食料品 5%
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64,201 福井県 大野市 美容室Ａｎｇｅｌ サービス 理容・美容業 5%

64,202 福井県 大野市 福井ダイハツ販売大野店 小売業 その他小売 5%

64,203 福井県 大野市 フラワーショップ アカネ 小売業 その他小売 5%

64,204 福井県 大野市 ぶらん ねーじゅ 小売業 食料品 5%

64,205 福井県 大野市 毎川金花堂 サービス 飲食業 5%

64,206 福井県 大野市 毎川金花堂　毎川金花堂 小売業 食料品 5%

64,207 福井県 大野市 マクドナルド大野ヴィオ店 サービス 飲食業 2%

64,208 福井県 大野市 マルダイ自工 サービス その他サービス 5%

64,209 福井県 大野市 やなぎや薬局 小売業 その他小売 5%

64,210 福井県 大野市 有限会社シャーク運転代行サービス　　有　シャーク運転代行サービス サービス 運輸業 5%

64,211 福井県 大野市 リンパドレナージュのお店ｍｉｕ サービス 理容・美容業 5%

64,212 福井県 大野市 ルーシーズ　マッシュ　バーガー サービス 飲食業 5%

64,213 福井県 小浜市 秋吉　小浜店 サービス 飲食業 5%

64,214 福井県 小浜市 有限会社　アンドウ 小売業 衣料品 5%

64,215 福井県 小浜市 エフワン 小浜店 小売業 衣料品 5%

64,216 福井県 小浜市 お食事処　はまがわ サービス 飲食業 5%

64,217 福井県 小浜市 お直しこま　お直しこま サービス その他サービス 5%

64,218 福井県 小浜市 小浜国道ＳＳ　有限会社吉村油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,219 福井県 小浜市 オンユアマーク 小売業 その他小売 5%

64,220 福井県 小浜市 カド電器 小売業 電化製品 5%

64,221 福井県 小浜市 カフェ アルカンシェル カフェ アルカンシェル サービス 飲食業 5%

64,222 福井県 小浜市 加福漆器店 小売業 その他小売 5%

64,223 福井県 小浜市 株式会社ママーストアー　おばまショッピングセンター店 小売業 食料品 5%

64,224 福井県 小浜市 株式会社ママーストアー　西津店 小売業 食料品 5%

64,225 福井県 小浜市 株式会社ママーストアー　東小浜店 小売業 食料品 5%

64,226 福井県 小浜市 株式会社明輪社 小売業 その他小売 5%

64,227 福井県 小浜市 串酒場はっさく サービス 飲食業 5%

64,228 福井県 小浜市 ゲストハウス小浜弐拾壱時 サービス 宿泊業 5%

64,229 福井県 小浜市 五味焼 サービス 飲食業 5%

64,230 福井県 小浜市 四季の宿ひろた サービス 宿泊業 5%

64,231 福井県 小浜市 直売部 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,232 福井県 小浜市 津田自動車 サービス その他サービス 5%

64,233 福井県 小浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　小浜店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,234 福井県 小浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンメイト小浜店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,235 福井県 小浜市 とば屋酢店 小売業 食料品 5%

64,236 福井県 小浜市 トヨタレンタリース福井小浜駅前店 サービス その他サービス 2%

64,237 福井県 小浜市 ネッツトヨタ福井小浜店 小売業 その他小売 5%

64,238 福井県 小浜市 ハーツ　わかさ店 小売業 食料品 5%

64,239 福井県 小浜市 ８番らーめん小浜店 サービス 飲食業 2%

64,240 福井県 小浜市 花椿・ホテルアーバンポート サービス 宿泊業 5%

64,241 福井県 小浜市 はまがわ サービス 飲食業 5%

64,242 福井県 小浜市 福井ダイハツ販売小浜店 小売業 その他小売 5%

64,243 福井県 小浜市 福井物産株式会社 おかし市場 小売業 食料品 5%

64,244 福井県 小浜市 ふじたや　コスメ　エステふじたや 小売業 総合（非専門） 5%

64,245 福井県 小浜市 ＰＬＵＳ ＳＰＯＴ 小売業 家具・調度品 5%

64,246 福井県 小浜市 ＨａｉｒＳｐａｃｅＨＯＰＥ サービス 理容・美容業 5%

64,247 福井県 小浜市 マクドナルド２７号小浜店 サービス 飲食業 2%

64,248 福井県 小浜市 まことや電器 小売業 電化製品 5%

64,249 福井県 小浜市 マツダオ－トザム小浜 小売業 その他小売 5%

64,250 福井県 小浜市 ママーストアー　東小浜店 小売業 食料品 5%
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64,251 福井県 小浜市 道の駅　若狭おばま　道の駅若狭おばま 小売業 その他小売 5%

64,252 福井県 小浜市 湊商会 サービス その他サービス 5%

64,253 福井県 小浜市 宮川商会 小売業 その他小売 5%

64,254 福井県 小浜市 宮脇書店　小浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,255 福井県 小浜市 民宿村上 サービス 宿泊業 5%

64,256 福井県 小浜市 メガネの正視堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,257 福井県 小浜市 山天　リサイクル着物と古布のお店　やまてん 小売業 衣料品 5%

64,258 福井県 小浜市 やまと庵 サービス 飲食業 5%

64,259 福井県 小浜市 やまと寿し　本店 サービス 飲食業 5%

64,260 福井県 小浜市 ヨシデンサービス 小売業 電化製品 5%

64,261 福井県 小浜市 旅館若杉 サービス 宿泊業 5%

64,262 福井県 小浜市 若狭小浜丸海　小浜本店 小売業 食料品 5%

64,263 福井県 小浜市 若狭路の宿民宿さわ サービス 宿泊業 5%

64,264 福井県 小浜市 若狭フィッシャーマンズ・ワーフ 小売業 食料品 5%

64,265 福井県 小浜市 若狭マリンプラザ サービス 宿泊業 5%

64,266 福井県 勝山市 勝山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,267 福井県 勝山市 勝山バイパスセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,268 福井県 勝山市 あおい商事　勝山油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,269 福井県 勝山市 秋吉　勝山店 サービス 飲食業 5%

64,270 福井県 勝山市 伊波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,271 福井県 勝山市 おいしい ちよ鶴 サービス 飲食業 5%

64,272 福井県 勝山市 お食事喫茶ゆかり サービス 飲食業 5%

64,273 福井県 勝山市 セブン－イレブン勝山郡町店 小売業 食料品 2%

64,274 福井県 勝山市 Ｋａｂｏｓ勝山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,275 福井県 勝山市 かわはら　電化　かわはら電化 小売業 電化製品 5%

64,276 福井県 勝山市 サンプラザ店 小売業 食料品 5%

64,277 福井県 勝山市 スカイ鹿谷 小売業 電化製品 5%

64,278 福井県 勝山市 セルフタキナミ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,279 福井県 勝山市 でんきランドさか 小売業 電化製品 5%

64,280 福井県 勝山市 デンキのしばた 小売業 電化製品 5%

64,281 福井県 勝山市 長山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,282 福井県 勝山市 ８番らーめん勝山店 サービス 飲食業 2%

64,283 福井県 勝山市 ハニーサンプラザ店 小売業 食料品 5%

64,284 福井県 勝山市 ブックスたまき 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,285 福井県 勝山市 名物たこ焼きなっちゃんち サービス 飲食業 5%

64,286 福井県 勝山市 元町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,287 福井県 勝山市 林檎のおうち サービス 理容・美容業 5%

64,288 福井県 坂井市 アイコー春江薬局 小売業 その他小売 5%

64,289 福井県 坂井市 秋吉　春江店 サービス 飲食業 5%

64,290 福井県 坂井市 秋吉　丸岡店 サービス 飲食業 5%

64,291 福井県 坂井市 秋吉　三国店 サービス 飲食業 5%

64,292 福井県 坂井市 パナハウスイケダ 小売業 電化製品 5%

64,293 福井県 坂井市 出光福井大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,294 福井県 坂井市 出光三国ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,295 福井県 坂井市 出光横地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,296 福井県 坂井市 ｗｈｉｓｐｅｒ　春江店 小売業 衣料品 5%

64,297 福井県 坂井市 エスパル丸岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,298 福井県 坂井市 越前蟹の坊 サービス 飲食業 5%

64,299 福井県 坂井市 エンゼルランドふくい前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,300 福井県 坂井市 お菓子の店ひらい 小売業 食料品 5%

1286



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

①固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年8月21日　現在

※9月中に地図上に掲載予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

64,301 福井県 坂井市 カイロプラクティック骨優館 サービス 理容・美容業 5%

64,302 福井県 坂井市 カサシマ 小売業 家具・調度品 5%

64,303 福井県 坂井市 かじ惣丸岡インター店 小売業 食料品 5%

64,304 福井県 坂井市 割烹　とりや サービス 飲食業 5%

64,305 福井県 坂井市 カドヤ サービス その他サービス 5%

64,306 福井県 坂井市 （有）かとれや 小売業 衣料品 5%

64,307 福井県 坂井市 ｃａｆｅ　Ｓａｍａ　Ｓａｍａ サービス 飲食業 5%

64,308 福井県 坂井市 ＫａＢｏＳ＋ＧＥＯ三国店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,309 福井県 坂井市 Ｇａｌｌｅｙ　砂や サービス 宿泊業 5%

64,310 福井県 坂井市 ｃｏｏｊｕ福井 ｃｏｏｊｕ 福井 クージュ フクイ  ビジネスホテル サービス 宿泊業 5%

64,311 福井県 坂井市 黒目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,312 福井県 坂井市 こだま 小売業 衣料品 5%

64,313 福井県 坂井市 齊藤酒店 小売業 食料品 5%

64,314 福井県 坂井市 坂井町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,315 福井県 坂井市 坂井町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,316 福井県 坂井市 サンコーでんき 小売業 電化製品 5%

64,317 福井県 坂井市 サンシャインみつわＳＳ　みつわ商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,318 福井県 坂井市 シーライオン サービス その他サービス 5%

64,319 福井県 坂井市 潮騒の館やし楼 小売業 その他小売 5%

64,320 福井県 坂井市 地酒倶楽部大木商店 小売業 食料品 5%

64,321 福井県 坂井市 食彩館丸岡店 小売業 食料品 5%

64,322 福井県 坂井市 食彩館みくに店 小売業 食料品 5%

64,323 福井県 坂井市 新鮮館まるおか 小売業 食料品 5%

64,324 福井県 坂井市 スーパーステーションみくにＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,325 福井県 坂井市 すずきコンタクト 小売業 その他小売 5%

64,326 福井県 坂井市 ＳＰＯＲＴＳ　ＧＹＭ　ＬＩＢＥＲＴＹ サービス その他サービス 5%

64,327 福井県 坂井市 スマイ輪ＩＮＧスポーツクラブ その他業種 ー 5%

64,328 福井県 坂井市 セラピストハウス サービス その他サービス 5%

64,329 福井県 坂井市 ソーホー 小売業 衣料品 5%

64,330 福井県 坂井市 たい焼き　えびす屋 サービス 飲食業 5%

64,331 福井県 坂井市 たに屋カイロプラクティック院 サービス 理容・美容業 5%

64,332 福井県 坂井市 詰所三國 サービス その他サービス 5%

64,333 福井県 坂井市 Ｔ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

64,334 福井県 坂井市 Ｔ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

64,335 福井県 坂井市 ティーブティック如庵 アミ店 小売業 食料品 5%

64,336 福井県 坂井市 出蔵テクノポートＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,337 福井県 坂井市 電化のクマガイ 小売業 電化製品 5%

64,338 福井県 坂井市 トゥールセツコ サービス 理容・美容業 5%

64,339 福井県 坂井市 東尋坊観光遊覧船 サービス 運輸業 5%

64,340 福井県 坂井市 東尋坊正太楼 小売業 その他小売 5%

64,341 福井県 坂井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフまるおか店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,342 福井県 坂井市 友吉製粉製麺 小売業 食料品 5%

64,343 福井県 坂井市 トヨタカローラ福井坂井店 小売業 その他小売 5%

64,344 福井県 坂井市 トヨタカローラ福井丸岡店 小売業 その他小売 5%

64,345 福井県 坂井市 トラックＳＨＯＰ ＮＡＫＡＮＯ 小売業 その他小売 5%

64,346 福井県 坂井市 ネッツトヨタ福井春江店 小売業 その他小売 5%

64,347 福井県 坂井市 ネッツトヨタ福井丸岡店 小売業 その他小売 5%

64,348 福井県 坂井市 ハーツ　はるえ店 小売業 食料品 5%

64,349 福井県 坂井市 橋本薬局 小売業 その他小売 5%

64,350 福井県 坂井市 パソコンドック２４　福井店 サービス その他サービス 5%
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64,351 福井県 坂井市 ８番らーめんイーザ三国店 サービス 飲食業 2%

64,352 福井県 坂井市 ８番らーめん羽崎店 サービス 飲食業 2%

64,353 福井県 坂井市 ８番らーめん丸岡店 サービス 飲食業 2%

64,354 福井県 坂井市 ハッピートラベル春江店 サービス その他サービス 5%

64,355 福井県 坂井市 ハニー食彩館丸岡店 小売業 食料品 5%

64,356 福井県 坂井市 ハニー食彩館みくに店 小売業 食料品 5%

64,357 福井県 坂井市 ハニー新鮮館まるおか 小売業 食料品 5%

64,358 福井県 坂井市 ハニービッグベリーマーケット春江 小売業 食料品 5%

64,359 福井県 坂井市 ハルエ自動車 サービス その他サービス 5%

64,360 福井県 坂井市 はんしょの下 木村餅店 小売業 食料品 5%

64,361 福井県 坂井市 ビッグベリーマーケット春江 小売業 食料品 5%

64,362 福井県 坂井市 美容室ＣＲＥＡＴＥ　セ　ラ　ヴィ店 サービス 理容・美容業 5%

64,363 福井県 坂井市 美容室ＣＯＣＯ サービス 理容・美容業 5%

64,364 福井県 坂井市 美容室マーマ サービス 理容・美容業 5%

64,365 福井県 坂井市 福井新港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,366 福井県 坂井市 福井ダイハツ販売丸岡店 小売業 その他小売 5%

64,367 福井県 坂井市 福井トヨタ自動車空港前店 小売業 その他小売 5%

64,368 福井県 坂井市 福井トヨタ自動車Ｕ－Ｃａｒピア空港前 小売業 その他小売 5%

64,369 福井県 坂井市 ヘアーサロン　ＫＩＤＯ サービス 理容・美容業 5%

64,370 福井県 坂井市 ヘアスタジオ アートボックス サービス 理容・美容業 5%

64,371 福井県 坂井市 望洋楼 サービス 宿泊業 5%

64,372 福井県 坂井市 マクドナルド春江店 サービス 飲食業 2%

64,373 福井県 坂井市 マクドナルド三国店 サービス 飲食業 2%

64,374 福井県 坂井市 セブン－イレブン丸岡一本田福所店 小売業 食料品 2%

64,375 福井県 坂井市 丸岡インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,376 福井県 坂井市 セブン－イレブン丸岡インター店 小売業 食料品 2%

64,377 福井県 坂井市 セブン－イレブン丸岡下安田店 小売業 食料品 2%

64,378 福井県 坂井市 セブン－イレブン丸岡高柳店 小売業 食料品 2%

64,379 福井県 坂井市 丸見屋 小売業 食料品 5%

64,380 福井県 坂井市 マンガ喫茶　ビィ・ドリーム春江店 サービス 飲食業 5%

64,381 福井県 坂井市 みくに隠居処 サービス 宿泊業 5%

64,382 福井県 坂井市 三国ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,383 福井県 坂井市 みくに園 その他業種 ー 5%

64,384 福井県 坂井市 三国町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,385 福井県 坂井市 村上大理石株式会社 その他業種 ー 5%

64,386 福井県 坂井市 やきにくハウスあかね サービス 飲食業 5%

64,387 福井県 坂井市 八洲自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

64,388 福井県 坂井市 やそしま 小売業 その他小売 5%

64,389 福井県 坂井市 やま甚 小売業 食料品 5%

64,390 福井県 坂井市 有限会社あしや サービス その他サービス 5%

64,391 福井県 坂井市 有限会社神戸屋 小売業 食料品 5%

64,392 福井県 坂井市 有限会社さんさん池見 小売業 食料品 5%

64,393 福井県 坂井市 雄福屋 小売業 衣料品 5%

64,394 福井県 坂井市 ゆうらくざ・まきた 小売業 電化製品 5%

64,395 福井県 坂井市 ヨコガワ電器 小売業 電化製品 5%

64,396 福井県 坂井市 ｒｉｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

64,397 福井県 坂井市 林檎林 サービス 飲食業 5%

64,398 福井県 鯖江市 ＡＲＴＢＥＲＬＩＤＧＥ サービス 理容・美容業 5%

64,399 福井県 鯖江市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアップルしんめい店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,400 福井県 鯖江市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザさばえ店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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64,401 福井県 鯖江市 ＥｎｅＪｅｔサンドームＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,402 福井県 鯖江市 秋吉　鯖江店 サービス 飲食業 5%

64,403 福井県 鯖江市 秋吉　神明店 サービス 飲食業 5%

64,404 福井県 鯖江市 ＡｓｉａｎｒｅｌａｘＷａｉＴｅａ サービス その他サービス 5%

64,405 福井県 鯖江市 足つぼ療術院　心花 サービス 理容・美容業 5%

64,406 福井県 鯖江市 美容室ａｐｐｌａｕｓｅ サービス 理容・美容業 5%

64,407 福井県 鯖江市 勇寿し サービス 飲食業 5%

64,408 福井県 鯖江市 出光石田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,409 福井県 鯖江市 ｗｈｉｓｐｅｒ　鯖江店 小売業 衣料品 5%

64,410 福井県 鯖江市 ａｎｙ?ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

64,411 福井県 鯖江市 恵美写真館　恵美写真館 小売業 その他小売 5%

64,412 福井県 鯖江市 御菓子処うさぎや 御菓子処うさぎや 小売業 食料品 5%

64,413 福井県 鯖江市 お好みハウス　セレネ　帛 サービス 飲食業 5%

64,414 福井県 鯖江市 ＯＦＦ・ＨＯＵＳＥ　長浜店 小売業 電化製品 5%

64,415 福井県 鯖江市 有限会社オプト．デュオ その他業種 ー 5%

64,416 福井県 鯖江市 カーセンターしみず サービス その他サービス 5%

64,417 福井県 鯖江市 ｃａｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ＲＯＣ 小売業 その他小売 5%

64,418 福井県 鯖江市 カイロクリニカルセンターさばえ院 小売業 その他小売 5%

64,419 福井県 鯖江市 がったねーら サービス 飲食業 5%

64,420 福井県 鯖江市 ＲＥＧＡＬＯ． サービス 飲食業 5%

64,421 福井県 鯖江市 割烹 三軒茶屋 割烹三軒茶屋 サービス 飲食業 5%

64,422 福井県 鯖江市 株式会社 加藤紙文具店 株式会社 加藤紙文具店 小売業 その他小売 5%

64,423 福井県 鯖江市 株式会社乾レンズ鯖江支店 小売業 衣料品 5%

64,424 福井県 鯖江市 株式会社大橋モータース　マツダオートザム鯖江 サービス その他サービス 5%

64,425 福井県 鯖江市 株式会社ヒロセ 小売業 その他小売 5%

64,426 福井県 鯖江市 河和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,427 福井県 鯖江市 北川テレビ鯖江支店 小売業 電化製品 5%

64,428 福井県 鯖江市 きものサロンまるよ 小売業 衣料品 5%

64,429 福井県 鯖江市 キャッチ．タマムラ 小売業 電化製品 5%

64,430 福井県 鯖江市 うるし工房錦壽 その他業種 ー 5%

64,431 福井県 鯖江市 ｋｕｕ ジュビランｋｕｕ サービス 理容・美容業 5%

64,432 福井県 鯖江市 久保田酒店 小売業 食料品 5%

64,433 福井県 鯖江市 グローバル サービス その他サービス 5%

64,434 福井県 鯖江市 Ｋｓ　ＥＹＥ サービス その他サービス 5%

64,435 福井県 鯖江市 けーきやＹＡＮＡＧＩＭＯＴＯ 小売業 食料品 5%

64,436 福井県 鯖江市 ＧＥＮ‘ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

64,437 福井県 鯖江市 晃梅 小売業 その他小売 5%

64,438 福井県 鯖江市 ｃｏｆｆｅｅｓｈｏｐＨＯＮＡＮＯ サービス 飲食業 5%

64,439 福井県 鯖江市 鯖江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,440 福井県 鯖江市 鯖江アレックスシネマ 小売業 食料品 5%

64,441 福井県 鯖江市 セブン－イレブン鯖江石田上町店 小売業 食料品 2%

64,442 福井県 鯖江市 セブン－イレブン鯖江インター店 小売業 食料品 2%

64,443 福井県 鯖江市 鯖江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,444 福井県 鯖江市 セブン－イレブン鯖江北野町１丁目店 小売業 食料品 2%

64,445 福井県 鯖江市 鯖江タクシー　営業車１３ サービス 運輸業 5%

64,446 福井県 鯖江市 サロンｋｕｒｕ夢 サービス 理容・美容業 5%

64,447 福井県 鯖江市 さんぱつやタケダ サービス 理容・美容業 5%

64,448 福井県 鯖江市 さんぱつやタケダ サービス 理容・美容業 5%

64,449 福井県 鯖江市 漆遊館　澤田与三八堂 小売業 その他小売 5%

64,450 福井県 鯖江市 昭和堂 小売業 食料品 5%
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64,451 福井県 鯖江市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ＋ＧＥＯ鯖江店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,452 福井県 鯖江市 すたみな太郎　鯖江店 サービス 飲食業 5%

64,453 福井県 鯖江市 住吉店 小売業 食料品 5%

64,454 福井県 鯖江市 ダイソー鯖江店 小売業 その他小売 2%

64,455 福井県 鯖江市 ダイモンデンキ 小売業 電化製品 5%

64,456 福井県 鯖江市 タケベ無線　本店 小売業 電化製品 5%

64,457 福井県 鯖江市 でんきランドはやし 小売業 電化製品 5%

64,458 福井県 鯖江市 でんきランドひらざわ 小売業 電化製品 5%

64,459 福井県 鯖江市 東陽店 小売業 食料品 5%

64,460 福井県 鯖江市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鯖江店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,461 福井県 鯖江市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鯖江店　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,462 福井県 鯖江市 有限会社ニシザワ紙文具 小売業 その他小売 5%

64,463 福井県 鯖江市 ニューイングランド　かわばた 小売業 電化製品 5%

64,464 福井県 鯖江市 ネッツトヨタ福井鯖江店 小売業 その他小売 5%

64,465 福井県 鯖江市 ハーツ　神中 小売業 食料品 5%

64,466 福井県 鯖江市 ハーツ　さばえ店 小売業 食料品 5%

64,467 福井県 鯖江市 ＢＩＫＥＳＥＲＶＩＣＥＴＡＮＫ 小売業 その他小売 5%

64,468 福井県 鯖江市 ８番ラーメン鯖江店 サービス 飲食業 2%

64,469 福井県 鯖江市 ８番らーめん鯖江店 サービス 飲食業 2%

64,470 福井県 鯖江市 ８番ラーメン鯖江東店 サービス 飲食業 2%

64,471 福井県 鯖江市 ８番らーめん鯖江東店 サービス 飲食業 2%

64,472 福井県 鯖江市 ８番ラーメン神明店 サービス 飲食業 2%

64,473 福井県 鯖江市 ８番らーめん神明店 サービス 飲食業 2%

64,474 福井県 鯖江市 ＰＡＳＳＩＯＮ Ｈａｉｒ ｃｕｓｔｏｍｉｚｅ ＰＡＳＳｉＯＮ Ｈａｉｒ ｃｕｓｔｏｍｉｚｅ サービス 理容・美容業 5%

64,475 福井県 鯖江市 パナパック　いしざき 小売業 電化製品 5%

64,476 福井県 鯖江市 ハニー 住吉店 小売業 食料品 5%

64,477 福井県 鯖江市 ハニー住吉店 小売業 食料品 5%

64,478 福井県 鯖江市 ハニー東陽店 小売業 食料品 5%

64,479 福井県 鯖江市 ハニービッグベリーマーケット北野 小売業 食料品 5%

64,480 福井県 鯖江市 ハニーみゆき店 小売業 食料品 5%

64,481 福井県 鯖江市 ハニーみゆき店 小売業 食料品 5%

64,482 福井県 鯖江市 Ｖａｌａｎｃｅ 小売業 衣料品 5%

64,483 福井県 鯖江市 Ｐａｒａｄｅ鯖江店 小売業 その他小売 5%

64,484 福井県 鯖江市 セブン－イレブン東鯖江２丁目店 小売業 食料品 2%

64,485 福井県 鯖江市 ビッグベリーマーケット北野 小売業 食料品 5%

64,486 福井県 鯖江市 美容室ＧＲＡＤＯ（グラード） サービス 理容・美容業 5%

64,487 福井県 鯖江市 美容室ＣＲＥＡＴＥ 鯖江店 サービス 理容・美容業 5%

64,488 福井県 鯖江市 美容室クリエイト鯖江店 サービス 理容・美容業 5%

64,489 福井県 鯖江市 ＦＡＳＨＩＯＮ ＬＥＡＤＥＲ ＶＩＶＡ アルプラザ鯖江店 小売業 衣料品 5%

64,490 福井県 鯖江市 ＦＩＧ 小売業 その他小売 5%

64,491 福井県 鯖江市 藤本電機商会 小売業 電化製品 5%

64,492 福井県 鯖江市 富士屋会館 サービス 飲食業 5%

64,493 福井県 鯖江市 富士屋会館 サービス 飲食業 5%

64,494 福井県 鯖江市 ブック・オフ　福井鯖江店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,495 福井県 鯖江市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｔｉ?ｐｏ サービス 理容・美容業 5%

64,496 福井県 鯖江市 マクドナルド鯖江アルプラザ店 サービス 飲食業 2%

64,497 福井県 鯖江市 マクドナルド鯖江神明店 サービス 飲食業 2%

64,498 福井県 鯖江市 マクドナルド西鯖江店 サービス 飲食業 2%

64,499 福井県 鯖江市 満月 小売業 電化製品 5%

64,500 福井県 鯖江市 道の駅西山公園 小売業 食料品 5%
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64,501 福井県 鯖江市 ミート＆デリカ　ささき 小売業 食料品 5%

64,502 福井県 鯖江市 メイツひらお 小売業 電化製品 5%

64,503 福井県 鯖江市 ｍｏｄｕｕｌ 小売業 衣料品 5%

64,504 福井県 鯖江市 有限会社ぴーぷ留 サービス 飲食業 5%

64,505 福井県 鯖江市 理容田野 小売業 総合（非専門） 5%

64,506 福井県 鯖江市 理容田野 サービス 理容・美容業 5%

64,507 福井県 鯖江市 ワイホーム　鯖江店 小売業 食料品 5%

64,508 福井県 高浜町 イルマーレ サービス 飲食業 5%

64,509 福井県 高浜町 音海マリン サービス その他サービス 5%

64,510 福井県 高浜町 ニュー高浜 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,511 福井県 高浜町 ブルーライトヨコヤマ サービス 飲食業 5%

64,512 福井県 高浜町 まちなか交流館 小売業 その他小売 5%

64,513 福井県 高浜町 有限会社増田商会 小売業 その他小売 5%

64,514 福井県 敦賀市 秋吉　敦賀中央店 サービス 飲食業 5%

64,515 福井県 敦賀市 秋吉　敦賀本町店 サービス 飲食業 5%

64,516 福井県 敦賀市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｎｉｎａ敦賀 サービス 理容・美容業 5%

64,517 福井県 敦賀市 アサヒメガネ敦賀店 小売業 その他小売 5%

64,518 福井県 敦賀市 アピタ前 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,519 福井県 敦賀市 生け簀の甲羅 小売業 食料品 5%

64,520 福井県 敦賀市 出光敦賀中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,521 福井県 敦賀市 出光松島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,522 福井県 敦賀市 エフレ清水本店 小売業 食料品 5%

64,523 福井県 敦賀市 エフレ古田刈店 小売業 食料品 5%

64,524 福井県 敦賀市 エフレデイズ店 小売業 食料品 5%

64,525 福井県 敦賀市 御菓子処　あさみ 小売業 食料品 5%

64,526 福井県 敦賀市 ＯＨＡＮＡ　Ｌｏｖｅ　Ｈｅａｒｔｓ　ＯＨＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

64,527 福井県 敦賀市 お仏壇のはしもと 小売業 家具・調度品 5%

64,528 福井県 敦賀市 お仏壇のはしもと 小売業 家具・調度品 5%

64,529 福井県 敦賀市 おむすびや　穂んのり 小売業 食料品 5%

64,530 福井県 敦賀市 オリックスレンタカー敦賀駅前店 サービス その他サービス 2%

64,531 福井県 敦賀市 割烹志野 サービス 飲食業 5%

64,532 福井県 敦賀市 株式会社　つるが大丸 小売業 家具・調度品 5%

64,533 福井県 敦賀市 株式会社オーディオ渡辺 小売業 電化製品 5%

64,534 福井県 敦賀市 株式会社ガスショップヤサカ 小売業 その他小売 5%

64,535 福井県 敦賀市 有限会社クワナ 小売業 衣料品 5%

64,536 福井県 敦賀市 ｇｒａｆ　ｈａｉｒｓ　ｌａｂ サービス 理容・美容業 5%

64,537 福井県 敦賀市 クリーニングハウスクレヨン　粟野店 サービス その他サービス 5%

64,538 福井県 敦賀市 クリーニングハウスクレヨン　津内店 サービス その他サービス 5%

64,539 福井県 敦賀市 ケセラセラーみやもと ケセラセラーみやもと 小売業 食料品 5%

64,540 福井県 敦賀市 ｃｏｔｏ 小売業 衣料品 5%

64,541 福井県 敦賀市 ｃｏｔｏ 小売業 家具・調度品 5%

64,542 福井県 敦賀市 ＫＯＢＯＲＩ 小売業 食料品 5%

64,543 福井県 敦賀市 ＣＯＲＥＳＴＥ 小売業 衣料品 5%

64,544 福井県 敦賀市 ＪＸ日鉱日石エネルギーカーポート敦賀 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,545 福井県 敦賀市 地魚料理まるさん屋 サービス 飲食業 5%

64,546 福井県 敦賀市 旬菜ダイニング　拓 サービス 飲食業 5%

64,547 福井県 敦賀市 笑福堂 寿庵第１ 小売業 食料品 5%

64,548 福井県 敦賀市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ＋ＧＥＯ敦賀店　ＧＥＯ館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,549 福井県 敦賀市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ＋ＧＥＯ敦賀店　書籍・ＣＤ館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,550 福井県 敦賀市 スカイカネマス 小売業 電化製品 5%
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64,551 福井県 敦賀市 すたみな太郎　敦賀店 サービス 飲食業 5%

64,552 福井県 敦賀市 セルフアミューズいちのの 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,553 福井県 敦賀市 セルフＥＡＧＬＥ　ＳＴＡＴＩＯＮ　敦賀店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,554 福井県 敦賀市 タートルクラブ サービス 飲食業 5%

64,555 福井県 敦賀市 田原町Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,556 福井県 敦賀市 中華そば一力 サービス 飲食業 5%

64,557 福井県 敦賀市 ＣＨＩＬＬ　ＣＡＦＥ　　ＣＨＩＬＬ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

64,558 福井県 敦賀市 敦賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,559 福井県 敦賀市 敦賀アレックスシネマ 小売業 食料品 5%

64,560 福井県 敦賀市 敦賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,561 福井県 敦賀市 セブン－イレブン敦賀昭和町１丁目店 小売業 食料品 2%

64,562 福井県 敦賀市 セブン－イレブン敦賀中央町２丁目店 小売業 食料品 2%

64,563 福井県 敦賀市 セブン－イレブン敦賀布田町店 小売業 食料品 2%

64,564 福井県 敦賀市 敦賀港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,565 福井県 敦賀市 でんきぽ－と　おおかど 小売業 電化製品 5%

64,566 福井県 敦賀市 トウシヤ水上 小売業 電化製品 5%

64,567 福井県 敦賀市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ敦賀サンルート２７店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,568 福井県 敦賀市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ敦賀中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,569 福井県 敦賀市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフサンメイト敦賀店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,570 福井県 敦賀市 トヨタカローラ福井敦賀店 小売業 その他小売 5%

64,571 福井県 敦賀市 トヨタ部品福井共販敦賀営業所 小売業 その他小売 5%

64,572 福井県 敦賀市 トヨタレンタリース福井敦賀駅前店 サービス その他サービス 2%

64,573 福井県 敦賀市 株式会社西岡由商会 小売業 その他小売 5%

64,574 福井県 敦賀市 ネッツトヨタ福井敦賀店 小売業 その他小売 5%

64,575 福井県 敦賀市 Ｂａｒ　ＣＯＣＯ　ＡＺＵＲＥ サービス 飲食業 5%

64,576 福井県 敦賀市 ハーツ　つるが店 小売業 食料品 5%

64,577 福井県 敦賀市 ８番らーめん敦賀木崎店 サービス 飲食業 2%

64,578 福井県 敦賀市 ８番らーめん松島店 サービス 飲食業 2%

64,579 福井県 敦賀市 ハートランド　きたむら 小売業 電化製品 5%

64,580 福井県 敦賀市 ハニーエフレ清水本店 小売業 食料品 5%

64,581 福井県 敦賀市 ハニーエフレ古田刈店 小売業 食料品 5%

64,582 福井県 敦賀市 ハニーエフレデイズ店 小売業 食料品 5%

64,583 福井県 敦賀市 有限会社原田プロパン商会 小売業 その他小売 5%

64,584 福井県 敦賀市 覚明商会 小売業 電化製品 5%

64,585 福井県 敦賀市 美容室Ｂｌｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

64,586 福井県 敦賀市 福井観光トラベルサービス　嶺南支店 サービス その他サービス 5%

64,587 福井県 敦賀市 福井ダイハツ販売敦賀店 小売業 その他小売 5%

64,588 福井県 敦賀市 福井日野自動車敦賀営業所 小売業 その他小売 5%

64,589 福井県 敦賀市 ブティックミナミ　中央店 小売業 衣料品 5%

64,590 福井県 敦賀市 フラワーショップひろ 小売業 その他小売 5%

64,591 福井県 敦賀市 プレス 小売業 衣料品 5%

64,592 福井県 敦賀市 ヘアーサロンクロダ ヘアーサロン クロダ サービス 理容・美容業 5%

64,593 福井県 敦賀市 ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ　ＦＬＯＷ　Ｃｒａｙｏｎ　ｃａｓｅ サービス 理容・美容業 5%

64,594 福井県 敦賀市 ペットショップｗｉｔｈアピタ敦賀店 小売業 その他小売 5%

64,595 福井県 敦賀市 ｐｅｐｅｒｉｎｏ サービス 飲食業 5%

64,596 福井県 敦賀市 ホンダ販売敦賀 小売業 その他小売 5%

64,597 福井県 敦賀市 マクドナルド敦賀アクロスプラザ店 サービス 飲食業 2%

64,598 福井県 敦賀市 マクドナルド敦賀店 サービス 飲食業 2%

64,599 福井県 敦賀市 マップトラベル サービス その他サービス 5%

64,600 福井県 敦賀市 まるさん商店 小売業 食料品 5%
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64,601 福井県 敦賀市 港人浪漫喰楽舞 サービス 飲食業 5%

64,602 福井県 敦賀市 メガネ赤札堂　敦賀店 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,603 福井県 敦賀市 メガネのハラダ敦賀店 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,604 福井県 敦賀市 やまおかアワノ店 小売業 衣料品 5%

64,605 福井県 敦賀市 やまおかエコノ　バロー木崎店 小売業 衣料品 5%

64,606 福井県 敦賀市 癒玄 サービス その他サービス 5%

64,607 福井県 敦賀市 ＬＩＦＥ　こうの 小売業 電化製品 5%

64,608 福井県 敦賀市 楽ちん館 小売業 電化製品 5%

64,609 福井県 敦賀市 敦賀ユニホーム 小売業 衣料品 5%

64,610 福井県 福井市 ｅａｒｔｈｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ福井ラブリーパートナーエルパ 小売業 衣料品 2%

64,611 福井県 福井市 アイデン 小売業 電化製品 5%

64,612 福井県 福井市 ＰＵＲ福井店 サービス 理容・美容業 5%

64,613 福井県 福井市 アウトクルーズ サービス その他サービス 5%

64,614 福井県 福井市 あおい商事株式会社本社　純正 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,615 福井県 福井市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅあおいＳＳランド音楽堂前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,616 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ花月店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,617 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザしみず店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,618 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザ新日光店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,619 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザつくし野店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,620 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザ福井インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,621 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザふくい店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,622 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅまちや店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,623 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザわかすぎ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,624 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザ新田塚店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,625 福井県 福井市 あおい商事　本社ＥＮＥＲＩＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,626 福井県 福井市 あおいフリート 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,627 福井県 福井市 赤尾酒店 サービス 飲食業 5%

64,628 福井県 福井市 赤坂電機 小売業 電化製品 5%

64,629 福井県 福井市 秋吉　一丁来店 サービス 飲食業 5%

64,630 福井県 福井市 秋吉　橋南店 サービス 飲食業 5%

64,631 福井県 福井市 秋吉　種池店 サービス 飲食業 5%

64,632 福井県 福井市 秋吉　豊岡店 サービス 飲食業 5%

64,633 福井県 福井市 秋吉　新田塚店 サービス 飲食業 5%

64,634 福井県 福井市 秋吉　福井駅前店 サービス 飲食業 5%

64,635 福井県 福井市 秋吉　福井片町店 サービス 飲食業 5%

64,636 福井県 福井市 秋吉グループ本部 サービス 飲食業 5%

64,637 福井県 福井市 アクアマリン福井店 サービス その他サービス 5%

64,638 福井県 福井市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｏｎｄ福井 サービス 理容・美容業 5%

64,639 福井県 福井市 ａｋｅｒｕ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

64,640 福井県 福井市 アズイン福井 サービス 宿泊業 5%

64,641 福井県 福井市 ＡＳＴ－ＡＢＵＲＡＹＡ 小売業 その他小売 5%

64,642 福井県 福井市 足羽店 小売業 食料品 5%

64,643 福井県 福井市 足羽山デッキ サービス 飲食業 5%

64,644 福井県 福井市 麻生津店 小売業 食料品 5%

64,645 福井県 福井市 圧着DM専門店 その他業種 ー 5%

64,646 福井県 福井市 ＡＤＥＯＳ 小売業 衣料品 5%

64,647 福井県 福井市 ＡＮＩＳＩＥ 小売業 その他小売 5%

64,648 福井県 福井市 アミング高柳店 小売業 その他小売 5%

64,649 福井県 福井市 アミング若杉店 小売業 その他小売 5%

64,650 福井県 福井市 アリーナ麻生津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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64,651 福井県 福井市 ａｌｉｔｔｌｅ，ｇｏｏｄｇａｒｄｅｎ 小売業 衣料品 5%

64,652 福井県 福井市 アロマハウス アロマハウス 小売業 総合（非専門） 5%

64,653 福井県 福井市 Ａｍｂｉｅｎｃｅ 小売業 衣料品 5%

64,654 福井県 福井市 イクラボ社店 小売業 衣料品 5%

64,655 福井県 福井市 板倉プロパン商会 小売業 その他小売 5%

64,656 福井県 福井市 いただき繕福井越廼 小売業 総合（非専門） 5%

64,657 福井県 福井市 出光セルフかいほつＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,658 福井県 福井市 出光川西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,659 福井県 福井市 出光砂子坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,660 福井県 福井市 伊藤電機販売 小売業 電化製品 5%

64,661 福井県 福井市 今川焼本舗 小売業 食料品 5%

64,662 福井県 福井市 癒しの隠れ家ＴＯＲＩＫＯ サービス その他サービス 5%

64,663 福井県 福井市 癒しのサロンＬｏｍｉＬｏｍｉ サービス その他サービス 5%

64,664 福井県 福井市 イルーシー３００福井大和田店 小売業 衣料品 5%

64,665 福井県 福井市 （株）いわほり　ＬＡＭＰ 小売業 家具・調度品 5%

64,666 福井県 福井市 イワマ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,667 福井県 福井市 Ｗｈｉｓｐｅｒ〔ウィスパー〕 小売業 衣料品 5%

64,668 福井県 福井市 Ｗｈｉｓｐｅｒ高木店 小売業 衣料品 5%

64,669 福井県 福井市 Ｗｉｔｈモリシタ サービス 理容・美容業 5%

64,670 福井県 福井市 プリズム福井　栄太楼 小売業 食料品 5%

64,671 福井県 福井市 エーグル 福井エルパ店 小売業 衣料品 5%

64,672 福井県 福井市 ＳＳ事業部 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,673 福井県 福井市 エステｏｎサンセリテ サービス 理容・美容業 5%

64,674 福井県 福井市 越前白浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,675 福井県 福井市 プリズム福井　越前田村屋 小売業 食料品 5%

64,676 福井県 福井市 エックスモバイル福井店 小売業 電化製品 5%

64,677 福井県 福井市 Ｎ．Ｋ．Ｂ 小売業 衣料品 5%

64,678 福井県 福井市 ＥｎｅＪｅｔ大町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,679 福井県 福井市 えん 小売業 衣料品 5%

64,680 福井県 福井市 オーダースーツ専門店ＤｏＣｏｍｐａｎｙ 小売業 衣料品 5%

64,681 福井県 福井市 大森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,682 福井県 福井市 オザキスポーツ　アバックスタジアム店　アバックスタジアム店 小売業 その他小売 5%

64,683 福井県 福井市 プリズム福井　おそばだうどんだ越前 サービス 飲食業 5%

64,684 福井県 福井市 お多福 サービス 飲食業 5%

64,685 福井県 福井市 お茶の大三 ベル店 小売業 食料品 5%

64,686 福井県 福井市 お茶の林屋 小売業 食料品 5%

64,687 福井県 福井市 オフ　ハウス　福井北店 小売業 電化製品 5%

64,688 福井県 福井市 オフ　ハウス　福井北店 小売業 衣料品 2%

64,689 福井県 福井市 織々屋 サービス 飲食業 5%

64,690 福井県 福井市 オリックスレンタカー福井駅前店 サービス その他サービス 2%

64,691 福井県 福井市 お料理　こまつや サービス 飲食業 5%

64,692 福井県 福井市 御菓子司　栄太楼　本店 小売業 食料品 5%

64,693 福井県 福井市 ＣＵＲＬ　ＳＴＹＬＥ サービス 理容・美容業 5%

64,694 福井県 福井市 かいざきでんき 小売業 電化製品 5%

64,695 福井県 福井市 カイロハウスＬｅ’Ｌｉｅｎ?る・りあん? サービス 理容・美容業 5%

64,696 福井県 福井市 カイロプラクティックりらいふ サービス 理容・美容業 5%

64,697 福井県 福井市 買う座呑む座 サービス 飲食業 5%

64,698 福井県 福井市 株式会社カウベル・コーポレーション その他業種 ー 5%

64,699 福井県 福井市 片山ピアノ調律所 サービス その他サービス 5%

64,700 福井県 福井市 勝木書店　本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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64,701 福井県 福井市 勝見モータース株式会社 サービス その他サービス 5%

64,702 福井県 福井市 かつ義 サービス 飲食業 5%

64,703 福井県 福井市 ｃａｆｅｎｏｔｅｓ サービス 飲食業 5%

64,704 福井県 福井市 カフェ　モントリオール サービス 飲食業 5%

64,705 福井県 福井市 株式会社宇野　福井店 小売業 総合（非専門） 5%

64,706 福井県 福井市 カイドージュエリー　カイドージュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,707 福井県 福井市 株式会社セツコ　リフレ サービス 理容・美容業 5%

64,708 福井県 福井市 株式会社セツコ アート ラ セツコ サービス 理容・美容業 5%

64,709 福井県 福井市 株式会社セツコ 板垣 サービス 理容・美容業 5%

64,710 福井県 福井市 株式会社セツコ 順化 サービス 理容・美容業 5%

64,711 福井県 福井市 （株）福井観光トラベルサービス サービス その他サービス 5%

64,712 福井県 福井市 株式会社マツモトカーズ サービス その他サービス 5%

64,713 福井県 福井市 越前蕎麦倶楽部　越前蕎麦倶楽部 サービス 飲食業 5%

64,714 福井県 福井市 株 室次 セルフ呉服町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,715 福井県 福井市 ＫａＢｏＳベル店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,716 福井県 福井市 ＧｕｍＧｕｍ 小売業 衣料品 5%

64,717 福井県 福井市 ＣＡＭＥＬＬＩＡ サービス 飲食業 5%

64,718 福井県 福井市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋福井江守店 サービス 飲食業 2%

64,719 福井県 福井市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋福井堀の宮店 サービス 飲食業 2%

64,720 福井県 福井市 川口洋菓子店 小売業 食料品 5%

64,721 福井県 福井市 川西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,722 福井県 福井市 木田店 小売業 食料品 5%

64,723 福井県 福井市 Ｋｉｄｓ Ｋｉｓｓ エルパ店 小売業 衣料品 5%

64,724 福井県 福井市 きものギャラリー本嶋 サービス その他サービス 5%

64,725 福井県 福井市 きもの京山　きもの京山福井店 小売業 衣料品 5%

64,726 福井県 福井市 ＧＡＴＨＥＲＥＤ　福井駅前店 小売業 その他小売 5%

64,727 福井県 福井市 Ｃｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

64,728 福井県 福井市 牛角大和田店 サービス 飲食業 2%

64,729 福井県 福井市 京呉服　平田 小売業 衣料品 5%

64,730 福井県 福井市 ぎょうざ酒場だいきち サービス 飲食業 5%

64,731 福井県 福井市 吟撰肉匠　立力 小売業 食料品 5%

64,732 福井県 福井市 錦梅堂　プリズム店 小売業 食料品 5%

64,733 福井県 福井市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ福井店 小売業 その他小売 5%

64,734 福井県 福井市 串よろし サービス 飲食業 5%

64,735 福井県 福井市 くつろぎ倶楽部 サービス その他サービス 5%

64,736 福井県 福井市 ＫＵＲＡ　ＫＵＲＡ 小売業 衣料品 5%

64,737 福井県 福井市 グラン シェフ クーゼー グラン シェフ クーゼー サービス 飲食業 5%

64,738 福井県 福井市 クランデール二の宮店 小売業 食料品 5%

64,739 福井県 福井市 クリップ 小売業 衣料品 5%

64,740 福井県 福井市 ケィコレクション 小売業 衣料品 5%

64,741 福井県 福井市 光夏 サービス 飲食業 5%

64,742 福井県 福井市 ＣＯ 小売業 衣料品 5%

64,743 福井県 福井市 コスメティック浪華　浪華 小売業 その他小売 5%

64,744 福井県 福井市 ごちそう一乃松 小売業 食料品 5%

64,745 福井県 福井市 呉服町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,746 福井県 福井市 呉服町ＳＳ　株式会社室次 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,747 福井県 福井市 コマヤ福井文京店 小売業 衣料品 5%

64,748 福井県 福井市 五目亭 片町店 サービス 飲食業 5%

64,749 福井県 福井市 五目亭 駅前店 サービス 飲食業 5%

64,750 福井県 福井市 ＣＯＭＰ・ＯＦＦ福井板垣店 小売業 その他小売 5%
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64,751 福井県 福井市 Ｔｈｅ　Ｇｒａｎｄ　ｃｏｆｆｅｅ　Ｔｈｅ　Ｇｒａｎｄ　ｃｏｆｆｅｅ　ザ　グランドコーヒー 小売業 その他小売 5%

64,752 福井県 福井市 セブン－イレブン坂井町下兵庫店 小売業 食料品 2%

64,753 福井県 福井市 サクラ住宅設計合同会社 サービス その他サービス 5%

64,754 福井県 福井市 桜寿司 サービス 飲食業 5%

64,755 福井県 福井市 プリズム福井　さくら茶屋 サービス 飲食業 5%

64,756 福井県 福井市 さくら通り動物病院 サービス その他サービス 5%

64,757 福井県 福井市 さくらの宮ランドセル　福井本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,758 福井県 福井市 桜むすび　プリズム店 小売業 食料品 5%

64,759 福井県 福井市 酒アルコ福井片町店 小売業 食料品 5%

64,760 福井県 福井市 酒＆業務スーパーワッセ店 小売業 食料品 2%

64,761 福井県 福井市 酒のソクハイ　福井片町店 小売業 その他小売 5%

64,762 福井県 福井市 シアターハウス 小売業 電化製品 5%

64,763 福井県 福井市 ジェームス福井大和田店 小売業 その他小売 2%

64,764 福井県 福井市 塩善茶舗　塩善茶舗 小売業 食料品 5%

64,765 福井県 福井市 ＸＩＯＮ その他業種 ー 5%

64,766 福井県 福井市 じっぷじっぷ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,767 福井県 福井市 じっぷじっぷ　種池店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,768 福井県 福井市 シトロン　ｃｉｔｒｏｎ　　ｃｉｔｒｏｎ サービス 理容・美容業 5%

64,769 福井県 福井市 シマダデンキ 小売業 電化製品 5%

64,770 福井県 福井市 清水無線電気商会 小売業 電化製品 5%

64,771 福井県 福井市 車両広告専門店 その他業種 ー 5%

64,772 福井県 福井市 ＪＵＭＰＩＮ　ＢＥＡＮ 小売業 衣料品 5%

64,773 福井県 福井市 Ｓｈａｍｐｏｏ サービス 飲食業 5%

64,774 福井県 福井市 ジュエリー土屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,775 福井県 福井市 酒楽山おか サービス 飲食業 5%

64,776 福井県 福井市 旬彩肉焼居酒屋　ぼんた サービス 飲食業 5%

64,777 福井県 福井市 旬彩和厨　馬場 サービス 飲食業 5%

64,778 福井県 福井市 ＪＯＹ　すずわ 小売業 電化製品 5%

64,779 福井県 福井市 食彩館大宮店 小売業 食料品 5%

64,780 福井県 福井市 食彩館東部店 小売業 食料品 5%

64,781 福井県 福井市 食彩館西福井 小売業 食料品 5%

64,782 福井県 福井市 食彩館やしろ店 小売業 食料品 5%

64,783 福井県 福井市 食彩館四ツ居店 小売業 食料品 5%

64,784 福井県 福井市 白崎行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

64,785 福井県 福井市 城町アネックス サービス 宿泊業 5%

64,786 福井県 福井市 新鮮館えもり 小売業 食料品 5%

64,787 福井県 福井市 新鮮館大安寺 小売業 食料品 5%

64,788 福井県 福井市 新鮮館つくし野 小売業 食料品 5%

64,789 福井県 福井市 新鮮館灯明寺 小売業 食料品 5%

64,790 福井県 福井市 新鮮館みのり 小売業 食料品 5%

64,791 福井県 福井市 シンボ電器 小売業 電化製品 5%

64,792 福井県 福井市 水仙花 小売業 食料品 5%

64,793 福井県 福井市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ新二の宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,794 福井県 福井市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ＋ＧＥＯ大和田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,795 福井県 福井市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ＋ＧＥＯワッセ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,796 福井県 福井市 スカイハルカ 小売業 電化製品 5%

64,797 福井県 福井市 スカイやまだ 小売業 電化製品 5%

64,798 福井県 福井市 鮨長 サービス 飲食業 5%

64,799 福井県 福井市 エステティックサロンｊｅｕｎｅｓｓｅ サービス 理容・美容業 5%

64,800 福井県 福井市 スナディッシュ 小売業 その他小売 5%
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64,801 福井県 福井市 Ｓｎｏｗｃａｆｅ焙煎工房 サービス 飲食業 5%

64,802 福井県 福井市 ｓｆｒａ サービス 理容・美容業 5%

64,803 福井県 福井市 スペックスジム サービス その他サービス 5%

64,804 福井県 福井市 スポーツショップ　リオ 小売業 衣料品 5%

64,805 福井県 福井市 ＴＨＲＩＦＴＥＲＳＦａｍ福井やしろ店 小売業 その他小売 5%

64,806 福井県 福井市 生活雑貨ＨＡＮＡ下馬店 小売業 その他小売 5%

64,807 福井県 福井市 生活雑貨ＨＡＮＡ文京店 小売業 その他小売 5%

64,808 福井県 福井市 生活雑貨ＨＡＮＡベル店 小売業 その他小売 5%

64,809 福井県 福井市 西部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,810 福井県 福井市 西部燃料株式会社 小売業 その他小売 5%

64,811 福井県 福井市 石油事業部 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,812 福井県 福井市 Ｓｅｔｓｕｋｏ　ｌｉｆｅ×ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

64,813 福井県 福井市 セッション　オオミヤ サービス 理容・美容業 5%

64,814 福井県 福井市 セルフィッシュ 小売業 家具・調度品 5%

64,815 福井県 福井市 Ｃｅｌｅｂｏｕｒｇ福井やしろ店 小売業 その他小売 5%

64,816 福井県 福井市 選挙ポスター専門店 その他業種 ー 5%

64,817 福井県 福井市 蕎麦Ｄｉｎｉｎｇ　一福 サービス 飲食業 5%

64,818 福井県 福井市 蕎麦屋　十九 サービス 飲食業 5%

64,819 福井県 福井市 ソフトバンク　アピタ福井大和田 小売業 その他小売 5%

64,820 福井県 福井市 リラクゼーションサロンソルジェンテ その他業種 ー 5%

64,821 福井県 福井市 大吉餅 小売業 食料品 5%

64,822 福井県 福井市 大長 小売業 衣料品 5%

64,823 福井県 福井市 大長　文京店 小売業 衣料品 5%

64,824 福井県 福井市 大名町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,825 福井県 福井市 タイヤガーデンサカモト 小売業 その他小売 5%

64,826 福井県 福井市 タウンホテル福井 サービス 宿泊業 5%

64,827 福井県 福井市 高井不動産株式会社 サービス その他サービス 5%

64,828 福井県 福井市 株式会社たからや商店 小売業 その他小売 5%

64,829 福井県 福井市 多国籍居酒屋シャンガリ サービス 飲食業 5%

64,830 福井県 福井市 タルティーナ サービス 飲食業 5%

64,831 福井県 福井市 中央市場給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,832 福井県 福井市 直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,833 福井県 福井市 佃の佃煮　プリズム福井店 サービス 飲食業 5%

64,834 福井県 福井市 ツチハシ電化 小売業 電化製品 5%

64,835 福井県 福井市 ＴＫＹカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

64,836 福井県 福井市 Ｔ．ＳＥＬＥＣＴ 小売業 衣料品 5%

64,837 福井県 福井市 ｔａｓｔｅ サービス 飲食業 5%

64,838 福井県 福井市 テート テート 小売業 その他小売 5%

64,839 福井県 福井市 デザートスクエア パリオ店 小売業 食料品 5%

64,840 福井県 福井市 鉄鍋屋 サービス 飲食業 5%

64,841 福井県 福井市 鉄板料理薫風　高木店 サービス 飲食業 5%

64,842 福井県 福井市 鉄板料理薫風　本店 サービス 飲食業 5%

64,843 福井県 福井市 ｄｅｗｗ　ｄｅｗｗ 小売業 食料品 5%

64,844 福井県 福井市 テリフリ 小売業 その他小売 5%

64,845 福井県 福井市 電化の野路 小売業 電化製品 5%

64,846 福井県 福井市 でんきランドよしむら 小売業 電化製品 5%

64,847 福井県 福井市 でんきランドでんえいしゃ 小売業 電化製品 5%

64,848 福井県 福井市 テンダ　ロッサ サービス 飲食業 5%

64,849 福井県 福井市 天たつ 小売業 食料品 5%

64,850 福井県 福井市 DoCompany 小売業 衣料品 5%
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64,851 福井県 福井市 東郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,852 福井県 福井市 堂下商店 サービス 公共料金 5%

64,853 福井県 福井市 東部燃料 株  東部燃料株式会社 小売業 その他小売 5%

64,854 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアリーナ板垣店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,855 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ光陽店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,856 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサン勝見店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,857 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアリーナ板垣店　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,858 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大和田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,859 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフサン勝見店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,860 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフやしろ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,861 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅノース福井店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,862 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアミューズ上北野店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,863 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ毛矢店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,864 福井県 福井市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅＢｉＧエッグわかすぎ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,865 福井県 福井市 徳光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,866 福井県 福井市 とざわ　でんき 小売業 電化製品 5%

64,867 福井県 福井市 Ｄｏｔ．Ｇｒａｐｈ サービス その他サービス 5%

64,868 福井県 福井市 トヨタカローラ福井中央店 小売業 その他小売 5%

64,869 福井県 福井市 トヨタカローラ福井本部 小売業 その他小売 5%

64,870 福井県 福井市 トヨタレンタリース福井　福井ひがし店 サービス その他サービス 2%

64,871 福井県 福井市 トヨタレンタリース福井日光店 サービス その他サービス 2%

64,872 福井県 福井市 トヨタレンタリース福井福井駅東口店 サービス その他サービス 2%

64,873 福井県 福井市 トヨタレンタリース福井福井みなみ店 サービス その他サービス 2%

64,874 福井県 福井市 ドライクリーナース幾久 サービス その他サービス 5%

64,875 福井県 福井市 トラットリアトマト サービス 飲食業 5%

64,876 福井県 福井市 トレモロ トレモロ サービス 飲食業 5%

64,877 福井県 福井市 問屋センターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,878 福井県 福井市 ＮＯＷＨＥＲＥ福井フェアモール店 小売業 衣料品 5%

64,879 福井県 福井市 永田ラジオ電器商会 小売業 電化製品 5%

64,880 福井県 福井市 中西昆布 小売業 食料品 5%

64,881 福井県 福井市 ナチュラルキッチンサール サービス 飲食業 5%

64,882 福井県 福井市 棗ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,883 福井県 福井市 似顔絵スタジオワンダーペイント 小売業 その他小売 5%

64,884 福井県 福井市 肉と韓国料理　たつりき サービス 飲食業 5%

64,885 福井県 福井市 西本酒店 小売業 その他小売 5%

64,886 福井県 福井市 西元祐貴陶墨画ギャラリー その他業種 ー 5%

64,887 福井県 福井市 新田塚アーク サービス その他サービス 5%

64,888 福井県 福井市 新田塚アークジョイやしろ サービス その他サービス 5%

64,889 福井県 福井市 新田塚アークＤＯ！ サービス その他サービス 5%

64,890 福井県 福井市 ニュ－イングランド　つくしの 小売業 電化製品 5%

64,891 福井県 福井市 ＮＥＷ　秋吉 サービス 飲食業 5%

64,892 福井県 福井市 ニュートラルサロンＬＡＰＩＳ サービス その他サービス 5%

64,893 福井県 福井市 ｎａｉｌｓａｌｏｎａｒｃ サービス 理容・美容業 5%

64,894 福井県 福井市 ＮＡＩＬＳＡＬＯＮＲｅｊｏｕｉｒ サービス その他サービス 5%

64,895 福井県 福井市 ネッツトヨタ福井　本店 小売業 その他小売 5%

64,896 福井県 福井市 ネッツトヨタ福井福井店 小売業 その他小売 5%

64,897 福井県 福井市 野路洋服店 小売業 衣料品 5%

64,898 福井県 福井市 野路洋服店　野路洋服店 小売業 衣料品 5%

64,899 福井県 福井市 ノベルティー専門店 その他業種 ー 5%

64,900 福井県 福井市 Ｎｏｍａｄ 小売業 衣料品 5%
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64,901 福井県 福井市 ＰｅｒｓｏｎａｌＴｒａｉｎｉｎｇＳｔｕｄｉｏＴｏｔｏｎｏｅ その他業種 ー 5%

64,902 福井県 福井市 ハーツ　羽水店 小売業 食料品 5%

64,903 福井県 福井市 ハーツ　学園店 小売業 食料品 5%

64,904 福井県 福井市 ハーツ　志比口店 小売業 食料品 5%

64,905 福井県 福井市 ＢＡＲＢＥＲ　ＳＨＯＰ　樹の下　シェービングスペース　ｆｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

64,906 福井県 福井市 ＰＥＡＲＬ ＤＯＧＳ  台湾タピオカ専門店 ＰＥＡＲＬ ＤＯＧＳ 駅前店 サービス 飲食業 5%

64,907 福井県 福井市 ８番らーめん足羽店 サービス 飲食業 2%

64,908 福井県 福井市 ８番らーめん開発店 サービス 飲食業 2%

64,909 福井県 福井市 ８番らーめん新保店 サービス 飲食業 2%

64,910 福井県 福井市 ８番らーめん灯明寺店 サービス 飲食業 2%

64,911 福井県 福井市 ８番らーめん二の宮店 サービス 飲食業 2%

64,912 福井県 福井市 ８番らーめん花堂店 サービス 飲食業 2%

64,913 福井県 福井市 ８番らーめん春江店 サービス 飲食業 2%

64,914 福井県 福井市 ８番らーめん福井駅店 サービス 飲食業 2%

64,915 福井県 福井市 ８番らーめん福井大学前店 サービス 飲食業 2%

64,916 福井県 福井市 ８番らーめん堀の宮店 サービス 飲食業 2%

64,917 福井県 福井市 ８番らーめん御幸店 サービス 飲食業 2%

64,918 福井県 福井市 ８番らーめん米松店 サービス 飲食業 2%

64,919 福井県 福井市 ８番らーめん若杉店 サービス 飲食業 2%

64,920 福井県 福井市 八葉　駅前店 サービス 飲食業 5%

64,921 福井県 福井市 バックのあぶらや 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,922 福井県 福井市 バッグのあぶらやエルパ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,923 福井県 福井市 バッグのあぶらやベル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,924 福井県 福井市 発酵薬膳料理　禅ＺＥＮ サービス 飲食業 5%

64,925 福井県 福井市 パティスリー　アン　ガトー 小売業 食料品 5%

64,926 福井県 福井市 ｐａｔｉｎａ その他業種 ー 5%

64,927 福井県 福井市 ハード　オフ　福井北店 小売業 電化製品 2%

64,928 福井県 福井市 Ｂａｎａｎａ サービス その他サービス 5%

64,929 福井県 福井市 花の店　フルールホリ 小売業 その他小売 5%

64,930 福井県 福井市 はなみや サービス 飲食業 5%

64,931 福井県 福井市 花物語　花丸 小売業 その他小売 5%

64,932 福井県 福井市 花堂ＯＤ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,933 福井県 福井市 花堂ＯＤ　ＥＮＥＲＩＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,934 福井県 福井市 花堂南ＳＳ　福信商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,935 福井県 福井市 ハニー足羽店 小売業 食料品 5%

64,936 福井県 福井市 ハニー新鮮館大安寺 小売業 食料品 5%

64,937 福井県 福井市 ハニー木田店 小売業 食料品 5%

64,938 福井県 福井市 ハニークランデール二の宮店 小売業 食料品 5%

64,939 福井県 福井市 ハニー食彩館大宮店 小売業 食料品 5%

64,940 福井県 福井市 ハニー食彩館東部店 小売業 食料品 5%

64,941 福井県 福井市 ハニー食彩館西福井 小売業 食料品 5%

64,942 福井県 福井市 ハニー食彩館やしろ店 小売業 食料品 5%

64,943 福井県 福井市 ハニー食彩館四ツ居店 小売業 食料品 5%

64,944 福井県 福井市 ハニー新鮮館みのり 小売業 食料品 5%

64,945 福井県 福井市 ハニー新鮮館つくし野 小売業 食料品 5%

64,946 福井県 福井市 ハニー新鮮館灯明寺 小売業 食料品 5%

64,947 福井県 福井市 ハニー新鮮館えもり 小売業 食料品 5%

64,948 福井県 福井市 ハニー麻生津店 小売業 食料品 5%

64,949 福井県 福井市 羽二重餅総本舗松岡軒　プリズム福井店 サービス 飲食業 5%

64,950 福井県 福井市 プリズム福井　はや川 小売業 食料品 5%
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64,951 福井県 福井市 セブン－イレブン春江町為国店 小売業 食料品 2%

64,952 福井県 福井市 番匠本店　プリズム店 小売業 食料品 5%

64,953 福井県 福井市 ＰＡＮＴＥＳフェニックスプラザ前本店 サービス 飲食業 5%

64,954 福井県 福井市 ＢＩＥＮ　ＭＯＲＥ　ＣＡＳＡ　Ｗｅｉ 小売業 衣料品 5%

64,955 福井県 福井市 ＢＩＥＮ　ＭＯＲＥ　ＣＡＳＡ　Ｒｏｔ 小売業 衣料品 5%

64,956 福井県 福井市 ＢＩＥＮ ＭＯＲＥ Ｂｌｅｕ 小売業 衣料品 5%

64,957 福井県 福井市 ＢＭＯ福井大町店 小売業 衣料品 5%

64,958 福井県 福井市 ＢＭＯ福井開発店 小売業 衣料品 5%

64,959 福井県 福井市 美ＧＯＳＨ サービス 理容・美容業 5%

64,960 福井県 福井市 ビーズ屋さん 小売業 その他小売 5%

64,961 福井県 福井市 びっくりドンキー福井開発店 サービス 飲食業 2%

64,962 福井県 福井市 日之出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,963 福井県 福井市 ビバ 小売業 衣料品 5%

64,964 福井県 福井市 ビビアン サービス 理容・美容業 2%

64,965 福井県 福井市 百 サービス 飲食業 5%

64,966 福井県 福井市 ｂｕｔ サービス 理容・美容業 5%

64,967 福井県 福井市 美容カイロのお店エルトラスト サービス その他サービス 5%

64,968 福井県 福井市 美容カイロサロンプチローズ サービス その他サービス 5%

64,969 福井県 福井市 美容室カプセル サービス 理容・美容業 5%

64,970 福井県 福井市 美容室クリエイト　ヴィサージュ店 サービス 理容・美容業 5%

64,971 福井県 福井市 美容室コジコジ サービス 理容・美容業 5%

64,972 福井県 福井市 ヒロトノワーク サービス 理容・美容業 5%

64,973 福井県 福井市 ファストフードあじもり　エルパ店 サービス 飲食業 5%

64,974 福井県 福井市 封筒印刷専門店 その他業種 ー 5%

64,975 福井県 福井市 フェローズ 小売業 その他小売 5%

64,976 福井県 福井市 ＰＨＯＴＯ１９ サービス その他サービス 5%

64,977 福井県 福井市 フォルダ専門店 その他業種 ー 5%

64,978 福井県 福井市 ｆｏｒｅｓｔ サービス その他サービス 5%

64,979 福井県 福井市 セブン－イレブン福井板垣３丁目店 小売業 食料品 2%

64,980 福井県 福井市 セブン－イレブン福井板垣２丁目店 小売業 食料品 2%

64,981 福井県 福井市 福井ウクレレクラスタ楽音 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,982 福井県 福井市 福井ウクレレクラスタ楽音 小売業 その他小売 5%

64,983 福井県 福井市 セブン－イレブン福井運動公園店 小売業 食料品 2%

64,984 福井県 福井市 セブン－イレブン福井大手３丁目店 小売業 食料品 2%

64,985 福井県 福井市 セブン－イレブン福井開発３丁目店 小売業 食料品 2%

64,986 福井県 福井市 セブン－イレブン福井開発町店 小売業 食料品 2%

64,987 福井県 福井市 セブン－イレブン福井学園２丁目店 小売業 食料品 2%

64,988 福井県 福井市 セブン－イレブン福井経田１丁目店 小売業 食料品 2%

64,989 福井県 福井市 セブン－イレブン福井栗森町店 小売業 食料品 2%

64,990 福井県 福井市 福井ゲストハウスＳＡＭＭＩＥ’Ｓ サービス その他サービス 5%

64,991 福井県 福井市 セブン－イレブン福井三郎丸店 小売業 食料品 2%

64,992 福井県 福井市 福井市観光物産館　福福館 小売業 食料品 5%

64,993 福井県 福井市 セブン－イレブン福井志比口店 小売業 食料品 2%

64,994 福井県 福井市 セブン－イレブン福井清水町店 小売業 食料品 2%

64,995 福井県 福井市 福井市美山森林温泉　みらくる亭 サービス 宿泊業 5%

64,996 福井県 福井市 セブン－イレブン福井下河北町店 小売業 食料品 2%

64,997 福井県 福井市 セブン－イレブン福井城東４丁目店 小売業 食料品 2%

64,998 福井県 福井市 福井新聞社 その他業種 ー 5%

64,999 福井県 福井市 福井ダイハツ販売高木中央店 小売業 その他小売 5%

65,000 福井県 福井市 セブン－イレブン福井高木町店 小売業 食料品 2%
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65,001 福井県 福井市 セブン－イレブン福井高柳町店 小売業 食料品 2%

65,002 福井県 福井市 セブン－イレブン福井種池２丁目店 小売業 食料品 2%

65,003 福井県 福井市 福井中央カイロプラクティック院 サービス 理容・美容業 5%

65,004 福井県 福井市 セブン－イレブン福井問屋町１丁目店 小売業 食料品 2%

65,005 福井県 福井市 セブン－イレブン福井灯明寺１丁目店 小売業 食料品 2%

65,006 福井県 福井市 福井トヨタ自動車開発店 小売業 その他小売 5%

65,007 福井県 福井市 福井トヨタ自動車管理本部 小売業 その他小売 5%

65,008 福井県 福井市 福井トヨタ自動車福井大仏前店 小売業 その他小売 5%

65,009 福井県 福井市 福井トヨタ自動車法人 小売業 その他小売 5%

65,010 福井県 福井市 福井トヨタ自動車本社 小売業 その他小売 5%

65,011 福井県 福井市 福井トヨタ自動車Ｕ－Ｃａｒピア本社 小売業 その他小売 5%

65,012 福井県 福井市 福井トヨタ自動車レクサス福井 小売業 その他小売 5%

65,013 福井県 福井市 セブン－イレブン福井西谷３丁目店 小売業 食料品 2%

65,014 福井県 福井市 セブン－イレブン福井春山１丁目店 小売業 食料品 2%

65,015 福井県 福井市 福井日野自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

65,016 福井県 福井市 セブン－イレブン福井文京３丁目店 小売業 食料品 2%

65,017 福井県 福井市 福井補聴器センター福井店 小売業 その他小売 5%

65,018 福井県 福井市 セブン－イレブン福井みのり店 小売業 食料品 2%

65,019 福井県 福井市 セブン－イレブン福井米松２丁目店 小売業 食料品 2%

65,020 福井県 福井市 セブン－イレブン福井和田東店 小売業 食料品 2%

65,021 福井県 福井市 プリズム福井　福井わらじ屋 小売業 その他小売 5%

65,022 福井県 福井市 フク理容 サービス 理容・美容業 5%

65,023 福井県 福井市 冨士屋玩具　冨士屋玩具 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

65,024 福井県 福井市 プチモールうちやま 小売業 その他小売 5%

65,025 福井県 福井市 ＢＯＯＫ･ＯＦＦ福井二の宮店 小売業 その他小売 2%

65,026 福井県 福井市 ＢＯＯＫ・ＯＦＦ福井やしろ店 小売業 その他小売 2%

65,027 福井県 福井市 ＢＯＯＫ･ＯＦＦ福井米松店 小売業 その他小売 2%

65,028 福井県 福井市 フラデリ 小売業 衣料品 5%

65,029 福井県 福井市 ＢＬＩＮＫ Ｈａｉｒ ｍａｋｅ ＢＬＩＮＫ サービス 理容・美容業 5%

65,030 福井県 福井市 ブルーアース 小売業 その他小売 5%

65,031 福井県 福井市 ブルーバード理容室 サービス 理容・美容業 5%

65,032 福井県 福井市 ブルーバード理容室 サービス 理容・美容業 5%

65,033 福井県 福井市 Ｂｒｓ．ＭＡＲＵＹＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

65,034 福井県 福井市 ｆｌｏｗ．Ｎｅｘｕｓ 小売業 電化製品 5%

65,035 福井県 福井市 フローレンス サービス 理容・美容業 5%

65,036 福井県 福井市 プロモート　Ｓ　日之出店 その他業種 ー 5%

65,037 福井県 福井市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｌａｐｉｓ サービス 理容・美容業 5%

65,038 福井県 福井市 ＨＡＩＲ　　　ＳＰＡ　Ｎｉｃｏ　ＨＡＩＲ　　　ＳＰＡ　Ｎｉｃｏ サービス その他サービス 5%

65,039 福井県 福井市 ヘアーサロンアスワ サービス 理容・美容業 5%

65,040 福井県 福井市 ヘアーサロンさかした サービス 理容・美容業 5%

65,041 福井県 福井市 米穀商杉山商店 小売業 食料品 5%

65,042 福井県 福井市 Ｖｅｇｇｉｅｓ サービス 飲食業 5%

65,043 福井県 福井市 ｐａｐｅｒｇｌａｓｓ　ＦＵＫＵＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,044 福井県 福井市 ＢＡＢＹＳＨＯＰＫＯＭＡＹＡ福井文京店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

65,045 福井県 福井市 べーる サービス 理容・美容業 5%

65,046 福井県 福井市 ＢＥＮＴＯ 小売業 衣料品 5%

65,047 福井県 福井市 ＢＥＮＴＯ 小売業 衣料品 5%

65,048 福井県 福井市 ぽたぽたポタリー 小売業 その他小売 5%

65,049 福井県 福井市 ホテル割烹石丸 サービス 宿泊業 5%

65,050 福井県 福井市 ホテルフクイキャッスル サービス 宿泊業 5%
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65,051 福井県 福井市 ＢＯＮＯＢＯＮＯ　プリズム店 小売業 食料品 5%

65,052 福井県 福井市 ＭＩＧＨＴＹ　ＧＬＯＷ 小売業 衣料品 5%

65,053 福井県 福井市 マインドＫＡＩＨＯＴＳＵ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,054 福井県 福井市 まえがわでんき 小売業 電化製品 5%

65,055 福井県 福井市 マクドナルド８号線福井店 サービス 飲食業 2%

65,056 福井県 福井市 マクドナルド花堂店 サービス 飲食業 2%

65,057 福井県 福井市 マクドナルド福井アピタ店 サービス 飲食業 2%

65,058 福井県 福井市 マクドナルド福井大和田アピタ店 サービス 飲食業 2%

65,059 福井県 福井市 マクドナルド福井新田塚店 サービス 飲食業 2%

65,060 福井県 福井市 マクドナルド福井南ワイプラザ店 サービス 飲食業 2%

65,061 福井県 福井市 マクドナルド福井ワイプラザ店 サービス 飲食業 2%

65,062 福井県 福井市 マクドナルド福井若杉店 サービス 飲食業 2%

65,063 福井県 福井市 増永眼鏡店 その他業種 ー 5%

65,064 福井県 福井市 増永眼鏡店 小売業 その他小売 5%

65,065 福井県 福井市 マツムラデンキ 小売業 電化製品 5%

65,066 福井県 福井市 松本自動車工業 サービス その他サービス 5%

65,067 福井県 福井市 Ｍａｄｏｒｏｍｉ サービス その他サービス 5%

65,068 福井県 福井市 学び舎Ｅｘｐｌｏｒｅｒ その他業種 ー 5%

65,069 福井県 福井市 ママイクコ　福井 小売業 総合（非専門） 5%

65,070 福井県 福井市 まるこ屋洋品店 小売業 衣料品 5%

65,071 福井県 福井市 まるさん屋　福井片町 サービス 飲食業 5%

65,072 福井県 福井市 マルツ福井二の宮店 小売業 電化製品 5%

65,073 福井県 福井市 丸松茶舗 小売業 食料品 5%

65,074 福井県 福井市 丸見電気商会 小売業 電化製品 5%

65,075 福井県 福井市 みけそん サービス 飲食業 5%

65,076 福井県 福井市 Ｍｒ．Ｂｅｎウェアハウス 小売業 衣料品 5%

65,077 福井県 福井市 ｍｉｓｏｌａ サービス 飲食業 5%

65,078 福井県 福井市 みそ楽 小売業 食料品 5%

65,079 福井県 福井市 ミヤザキ靴店 小売業 衣料品 5%

65,080 福井県 福井市 美山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,081 福井県 福井市 ミュウミュウ サービス 飲食業 5%

65,082 福井県 福井市 ミラドールトモダ ミラドールトモダ エルパ店 小売業 その他小売 5%

65,083 福井県 福井市 むらた精肉店 小売業 食料品 5%

65,084 福井県 福井市 村中甘泉堂　プリズム福井店 サービス 飲食業 5%

65,085 福井県 福井市 明道館 サービス その他サービス 5%

65,086 福井県 福井市 プリズム福井　メープルハウス福井店 小売業 食料品 5%

65,087 福井県 福井市 メガネのハラダ新保店 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,088 福井県 福井市 メガネのハラダ花堂店 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,089 福井県 福井市 メナードフェィシャルサロンリールフィーク サービス 理容・美容業 5%

65,090 福井県 福井市 メナードフェイシャルサロンリールフィーク サービス 理容・美容業 5%

65,091 福井県 福井市 メナ－ド福井二の宮 サービス 理容・美容業 5%

65,092 福井県 福井市 メンズ　ヘア　マックス サービス 理容・美容業 5%

65,093 福井県 福井市 ｍｏｍｏ ｍｏｍｏ駅前本店 小売業 その他小売 5%

65,094 福井県 福井市 ｍｏｍｏ ｍｏｍｏエルパ店 小売業 その他小売 5%

65,095 福井県 福井市 ｍｏｍｏ ｍｏｍｏワッセ店 小売業 その他小売 5%

65,096 福井県 福井市 森酒舗 小売業 食料品 5%

65,097 福井県 福井市 彌右衛門　プリズム福井店 小売業 食料品 5%

65,098 福井県 福井市 焼肉料理ひばち サービス 飲食業 5%

65,099 福井県 福井市 焼肉冷麺しゃぶしゃぶ　福昌園 サービス 飲食業 5%

65,100 福井県 福井市 ㈱山口伊三郎家具 小売業 家具・調度品 5%
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65,101 福井県 福井市 ユーグレナショップ 小売業 食料品 5%

65,102 福井県 福井市 有限会社　マルサ自動車鈑金工業 サービス その他サービス 5%

65,103 福井県 福井市 有限会社ショーエー 小売業 その他小売 5%

65,104 福井県 福井市 有限会社橋本藤商店 小売業 衣料品 5%

65,105 福井県 福井市 有限会社はまや 肉のはまや 小売業 食料品 5%

65,106 福井県 福井市 ゆうらくざ・おおくら 小売業 電化製品 5%

65,107 福井県 福井市 ゆうらくざ・ごとう 小売業 電化製品 5%

65,108 福井県 福井市 ゆうらくざこだま 小売業 電化製品 5%

65,109 福井県 福井市 ゆうらくざ・たにもと 小売業 電化製品 5%

65,110 福井県 福井市 ゆうらくざ・はちや 小売業 電化製品 5%

65,111 福井県 福井市 よどえ動物病院 その他業種 ー 5%

65,112 福井県 福井市 ４Ｃ サービス 理容・美容業 5%

65,113 福井県 福井市 美容室ラ．ボー サービス 理容・美容業 5%

65,114 福井県 福井市 らーめん世界福井開発店 サービス 飲食業 5%

65,115 福井県 福井市 Ｌｉｇｈｔ　Ｐｌａｎｅ 小売業 衣料品 5%

65,116 福井県 福井市 ラ　ブレーッザ　フェリーチェ 小売業 衣料品 5%

65,117 福井県 福井市 ランドセル専門店イクラボ 小売業 衣料品 5%

65,118 福井県 福井市 Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

65,119 福井県 福井市 リーガルシューズ　福井店 小売業 その他小売 5%

65,120 福井県 福井市 リサイクルトイショップ　ジョイント 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

65,121 福井県 福井市 Ｒｅｊｏｕｉｒ　ｒｅｖｅ サービス その他サービス 5%

65,122 福井県 福井市 リセスヘアエンターティナーズ サービス 理容・美容業 5%

65,123 福井県 福井市 理容カルソル　二の宮店 サービス 理容・美容業 5%

65,124 福井県 福井市 料亭　開花亭 サービス 飲食業 5%

65,125 福井県 福井市 料理大むら サービス 飲食業 5%

65,126 福井県 福井市 リラクゼーションサロン　ソルジェンテ　リラクゼーションサロン　ソルジェンテ サービス その他サービス 5%

65,127 福井県 福井市 リラクゼーションサロンく．えるぽ サービス その他サービス 5%

65,128 福井県 福井市 リラクゼーションサロンひまわり サービス 理容・美容業 5%

65,129 福井県 福井市 レイズ 小売業 衣料品 5%

65,130 福井県 福井市 レストラン トミー サービス 飲食業 5%

65,131 福井県 福井市 レディースファッションＫＯＢＥ　エルパ店 小売業 衣料品 5%

65,132 福井県 福井市 ｒｅｎｉ サービス その他サービス 5%

65,133 福井県 福井市 ｒｅｎｉ　ｆｏｒＭｅｎ サービス その他サービス 5%

65,134 福井県 福井市 浪漫遊　福井店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

65,135 福井県 福井市 ろばた焼　弥吉　片町店 サービス 飲食業 5%

65,136 福井県 福井市 浪漫遊福井店 小売業 その他小売 5%

65,137 福井県 福井市 ワールドタイヤ福井店 小売業 その他小売 5%

65,138 福井県 福井市 和イタリアンゆう サービス 飲食業 5%

65,139 福井県 福井市 ワイホーム新保店 小売業 総合（非専門） 5%

65,140 福井県 福井市 若廣　プリズム福井店 小売業 食料品 5%

65,141 福井県 福井市 和珈屋（イベント用） 小売業 食料品 5%

65,142 福井県 福井市 和洋菓子 志保重 東小浜店 小売業 食料品 5%

65,143 福井県 南越前町 有限会社金清堂 小売業 電化製品 5%

65,144 福井県 南越前町 南条店 小売業 食料品 5%

65,145 福井県 南越前町 ナショナルショップおかだ 小売業 電化製品 5%

65,146 福井県 南越前町 ハニー南条店 小売業 食料品 5%

65,147 福井県 南越前町 セブン－イレブン南越前町店 小売業 食料品 2%

65,148 福井県 美浜町 海のホテル　ひろせ サービス 宿泊業 5%

65,149 福井県 美浜町 中西製菓 小売業 食料品 5%

65,150 福井県 美浜町 ななサロン サービス 理容・美容業 5%
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65,151 福井県 美浜町 浪路 サービス 宿泊業 5%

65,152 福井県 美浜町 農協前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,153 福井県 美浜町 野原電化 小売業 電化製品 5%

65,154 福井県 美浜町 ＢＲＩＣＫ　ＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

65,155 福井県 美浜町 美浜町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,156 福井県 美浜町 美浜モーターサービスセンター サービス その他サービス 5%

65,157 福井県 若狭町 秋吉　上中店 サービス 飲食業 5%

65,158 福井県 若狭町 アルデーヌ　カナモリ サービス 飲食業 5%

65,159 福井県 若狭町 出光上中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,160 福井県 若狭町 出光ホープＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,161 福井県 若狭町 ギャルソン サービス 理容・美容業 5%

65,162 福井県 若狭町 湖上館パムコ サービス 宿泊業 5%

65,163 福井県 若狭町 コワフュール　デ　ギャルソン サービス 理容・美容業 5%

65,164 福井県 若狭町 新上中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,165 福井県 若狭町 ＴＥＣ　タナカ 小売業 電化製品 5%

65,166 福井県 若狭町 天然みかた温泉　昭和館 サービス 宿泊業 5%

65,167 福井県 若狭町 ドール イワモト 小売業 その他小売 5%

65,168 福井県 若狭町 十村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,169 福井県 若狭町 波華楼 サービス 宿泊業 5%

65,170 福井県 若狭町 はまと旅館 サービス 宿泊業 5%

65,171 福井県 若狭町 ホテル水月花 サービス 宿泊業 5%

65,172 福井県 若狭町 まる志ん サービス 飲食業 5%

65,173 福井県 若狭町 和伊和伊亭 サービス 飲食業 5%

65,174 福井県 若狭町 若狭上中ＳＳ　有限会社吉村油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,175 福井県 若狭町 若狭路の宿やまや サービス 宿泊業 5%

65,176 山梨県 市川三郷町 アキ電化 小売業 電化製品 5%

65,177 山梨県 市川三郷町 市川大門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,178 山梨県 市川三郷町 市川大門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,179 山梨県 市川三郷町 一瀬電化サービス 小売業 電化製品 5%

65,180 山梨県 市川三郷町 出光三珠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,181 山梨県 市川三郷町 太田屋和菓子店 小売業 食料品 5%

65,182 山梨県 市川三郷町 株式会社ヨダ兄弟商会 小売業 その他小売 5%

65,183 山梨県 市川三郷町 はなびかん 小売業 その他小売 5%

65,184 山梨県 市川三郷町 美容室　エイム サービス 理容・美容業 5%

65,185 山梨県 市川三郷町 セブン－イレブン山梨六郷店 小売業 食料品 2%

65,186 山梨県 市川三郷町 表現社 小売業 家具・調度品 5%

65,187 山梨県 上野原市 秋山 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,188 山梨県 上野原市 秋山電気 小売業 電化製品 5%

65,189 山梨県 上野原市 秋山東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,190 山梨県 上野原市 上野原 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,191 山梨県 上野原市 セブン－イレブン上野原インター北店 小売業 食料品 2%

65,192 山梨県 上野原市 セブン－イレブン上野原四方津店 小売業 食料品 2%

65,193 山梨県 上野原市 上野原タクシー　６０１号車 サービス 運輸業 5%

65,194 山梨県 上野原市 上野原どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

65,195 山梨県 上野原市 上野原西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,196 山梨県 上野原市 セブン－イレブン上野原松留店 小売業 食料品 2%

65,197 山梨県 上野原市 オギノ上野原店 小売業 食料品 5%

65,198 山梨県 上野原市 桔梗屋　東次郎　上野原店 小売業 食料品 5%

65,199 山梨県 上野原市 ほぐし屋 サービス 理容・美容業 5%

65,200 山梨県 上野原市 セルフ上野原給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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