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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

ア⾏ 下関 Arkshair 美容・理容 下関 お好み焼き まいの 飲⾷業

下関 ⾚間醸造株式会社 その他⼩売 下関 お好み焼き鉄板焼き 弘 Tomorrow 飲⾷業

下関 空き家ガーディアンズ⼭⼝⻄店 その他サービス 下関 御⾷事処よもやま 飲⾷業

下関 AKIRA 美容・理容 下関 おばんざい屋 永(とこしえ) 飲⾷業

下関 アグーバンビーノ（クチーナ アグーバンビーノ） 飲⾷業 下関 オフハウス新下関店 その他⼩売

下関 あこや楽器店 その他⼩売 下関 お弁当劇場 ⻁の巻 飲⾷業

下関 あじひろ 飲⾷業 下関 OMAMAGOTO 飲⾷業

下関 アっ晴゜(割烹) 飲⾷業 カ⾏ 下関 株式会社 森芳楽園 その他サービス

下関 あやさい ⾷品・⽣活⽤品販売 下関 カーコンビニ倶楽部有限会社関⾨⾃⼯ その他サービス

下関 a-la-Domo キッチン＆カフェ 飲⾷業 下関 ガーデンマルシェ 下関店 その他⼩売

下関 有吉酒店 ⾷品・⽣活⽤品販売 下関 カーポリッシュ ナガタ その他サービス

下関 ARE:a 美容・理容 下関 海宏 飲⾷業

下関 アロマリラクゼーション Vert （ヴェール） 美容・理容 下関 海鮮市場 ふくの関 飲⾷業

下関 ambi×tiara Beauty salon 美容・理容 下関 海鮮酒家敦煌 ⼭⼝下関店 飲⾷業

下関 憩 飲⾷業 下関 カギ印ソース本舗 株式会社勝俣商会 ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 居酒barスペシャル 飲⾷業 下関 格安スマホの窓⼝×エコモ×リンゴ屋 新下関店 その他サービス

下関 居酒屋こすも 飲⾷業 下関 果⼦乃季熊野店 ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 ⽯原⽯油株式会社 筋川給油所 その他⼩売 下関 果⼦乃季⼤丸下関店 ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 Pois1213 ⾷品・⽣活⽤品販売 下関 果⼦乃季ゆめタウン⻑府店 ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 ⼀の俣温泉観光ホテル 旅館・ホテル 下関 菓⼦の蔵 でせぇる三好 ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 ⼀の俣温泉グランドホテル 旅館・ホテル 下関 がっつり市場 唐⼾店 飲⾷業

下関 市村蒲鉾 市村本店 その他⼩売 下関 がっつり市場 シーモール店 飲⾷業

下関 インド料理ナンダン 飲⾷業 下関 カットガーデンアミカ 美容・理容

下関 インド料理ナンダン唐⼾店 飲⾷業 下関 カットスペースアミカ 美容・理容

下関 ヴィル・セゾンうさぎ 飲⾷業 下関 カットハウスアミカ 美容・理容

下関 ヴェルデポンテ 飲⾷業 下関 カットルームアミカ 美容・理容

下関 ⿂重 唐⼾市場店 ⾷品・⽣活⽤品販売 下関 割烹 お富 飲⾷業

下関 ⿂正本陣 飲⾷業 下関 割烹 蔦 飲⾷業

下関 うどん屋千兆亭 飲⾷業 下関 割烹旅館 寿美礼 旅館・ホテル

下関 うに甚本舗 本店 ⾷品・⽣活⽤品販売 下関 海⾳(かのん) 飲⾷業

下関 旨いものや廉 飲⾷業 下関 Cafe Leaf 飲⾷業

下関 ウミノネコーヒー焙煎所 飲⾷業 下関 カフェ麓 飲⾷業

下関 エステサロンMuse Beauté 美容・理容 下関 カフェ・ティーフル 飲⾷業

下関 エステティック サロン ベルネ 美容・理容 下関 株式会社 カネヒ その他サービス

下関 NTAトラベル シーモール下関⽀店 その他サービス 下関 株式会社 曽⽥設備⼯業 その他サービス

下関 江原仏具店 シーモール店 その他⼩売 下関 株式会社 ダイチ⼯業 その他サービス

下関 江原仏具店 総本店 その他⼩売 下関 株式会社 千代⽥商事 その他サービス

下関 Elinor 美容・理容 下関 株式会社スマイル消毒 その他サービス

下関 えんや 飲⾷業 下関 株式会社豊浦環境管理センター その他サービス

下関 ⼤阪王将 下関⻑府店 飲⾷業 下関 かめや 飲⾷業

下関 ⼤阪王将 下関椋野店 飲⾷業 下関 (有)かやモータース その他サービス

下関 ⼤塚⾏政書⼠・1級建築⼠事務所 その他サービス 下関 からあげ 鶏幸 飲⾷業

下関 ⼤津屋しょうゆ その他⼩売 下関 カラオケスタジオリバーサイド倶楽部 飲⾷業

下関 Oldies Kayo 飲⾷業 下関 唐⼾寿し仁 飲⾷業

下関 お菓⼦⼯房幸ふく ⾷品・⽣活⽤品販売 下関 かわいい雑貨と⼿作り教室 tobiusagi その他⼩売

下関 おかず専科 ⽥園 飲⾷業 下関 河内電器商会 その他⼩売

下関 お好み焼き 鉄板焼 伊勢路 飲⾷業 下関 有限会社ライフクリーニング 川中豊町店 アパレル

下関市
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下関 韓国料理 コリアン 飲⾷業 下関 じにあす３０００ 飲⾷業

下関 元祖 ナップンナムジャ 飲⾷業 下関 下関おみやげ市場 ふくの関 ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 元祖⽡そばたかせ 飲⾷業 下関 下関グランドホテル 旅館・ホテル

下関 元祖⽡そばたかせゆめシティ店 飲⾷業 下関 下関⼭電タクシー その他サービス

下関 巌流⼀撰 細江店 飲⾷業 下関 下関炉端バル雷電 飲⾷業

下関 巌流本舗 本店 ⾷品・⽣活⽤品販売 下関 酒庵「空」 ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 Keats Chara 美容・理容 下関 shuanKUcafe 飲⾷業

下関 喫茶わすれじの… 飲⾷業 下関 旬菜KOUNOIKE 飲⾷業

下関 ギフトギャラリーオズ新下関店 その他⼩売 下関 旬彩⼩町 飲⾷業

下関 ギフトハウスかみなか その他⼩売 下関 城下町横丁 飲⾷業

下関 きもの伸裳 その他⼩売 下関 しらたき酒造株式会社 ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 ギャラリー四季彩 その他⼩売 下関 スカイビアガーデン 旅館・ホテル

下関 ⽜串とらまめともつ鍋こ⾖ 下関店 飲⾷業 下関 寿司割烹浪花 飲⾷業

下関 串焼居酒屋⼀歩 飲⾷業 下関 寿し処 ひのき 飲⾷業

下関 靴下屋下関シーモール店 その他⼩売 下関 スズキアリーナ下関⻄ その他サービス

下関 靴のヤマツル⻑府店 その他⼩売 下関 ステーキダイニングロッソ 飲⾷業

下関 くまのパン屋 ⾷品・⽣活⽤品販売 下関 ステーキハウス神⼾ジュジュ 飲⾷業

下関 倉本クリーニング その他サービス 下関 スナック えり⼦ 飲⾷業

下関 グランシャリオ下関店 ⾷品・⽣活⽤品販売 下関 スナック ニーナ 飲⾷業

下関 グリムランドシーモール下関店 その他⼩売 下関 素晴らしきかな⼈⽣ 下関店 飲⾷業

下関 くれよん アパレル 下関 スペイン酒場ウニコ 飲⾷業

下関 ゴエモンゴルフ下関店 その他⼩売 下関 炭⽕串焼き やきとん 正⼀郎 飲⾷業

下関 コスメ&ビューティオーシャン その他⼩売 下関 炭⽕焼との川 飲⾷業

下関 コトウ シーモール店 その他サービス 下関 炭⽕焼き⿃颯 飲⾷業

下関 コトウ ⼭の⽥制服店 その他サービス 下関 炭焼 たぬき 飲⾷業

下関 コトウ本社 その他サービス 下関 相撲茶屋 ⻑州場所 飲⾷業

下関 古⺠芸館 あぬいて その他⼩売 下関 セブンイレブン下関綾羅⽊新町店 その他サービス

下関 コメダ珈琲下関綾羅⽊店 飲⾷業 下関 セブンイレブン下関関⾨海峡店 その他サービス

下関 ⼩料理さく 飲⾷業 下関 セブンイレブン下関漁港前店 その他⼩売

サ⾏ 下関 ザ・ダリア 飲⾷業 下関 セブンイレブン下関彦島向井町店 その他⼩売

下関 サーフサイド レジャー 下関 そばのれん 飲⾷業

下関 サイクルピット２４０ 海峡店 その他⼩売 タ⾏ 下関 ⼤ちゃんうどん 飲⾷業

下関 サイト美容室 美容・理容 下関 たかはしペットクリニック その他サービス

下関 酒⼯房酒楽㈱ その他⼩売 下関 タケシキカク その他サービス

下関 酒のフロンティア⻑府店 その他⼩売 下関 たこ焼き きむら 飲⾷業

下関 酒のフロンティア元町店 その他⼩売 下関 たこ焼きStandカギ印 飲⾷業

下関 サラダ館王司店 その他⼩売 下関 ⽥所商店 下関駅前店 飲⾷業

下関 サラダ館⼩⽉店 その他⼩売 下関 たまや本店 飲⾷業

下関 サラダ館菊川店 その他⼩売 下関 Chinese Restaurant 菜華 飲⾷業

下関 salon de miyako 美容・理容 下関 茶翠縁 飲⾷業

下関 さわた⾃動⾞ その他サービス 下関 茶屋⽵膳 飲⾷業

下関 三春堂 ⾷品・⽣活⽤品販売 下関 チョアチョア韓国⽂化教室 その他サービス

下関 CPサロン趣姫 美容・理容 下関 ⻑府やぶそば 飲⾷業

下関 Ｊｸﾗﾌﾞ 飲⾷業 下関 ⾓島ジェラートポポロ 飲⾷業

下関 ジェラテリアバンビーニ その他⼩売 下関 つばさ寿司 飲⾷業

下関 シオン 旅館・ホテル 下関 テーラーしばた アパレル

下関 四季時計 その他サービス 下関 鉄板 ⽉輪 飲⾷業

下関 しずく髪 美容・理容 下関 鉄板ダイニング笑和 飲⾷業

下関 仕出し⼤津 飲⾷業 下関 デトックス＆ビューティーサロン CREVE 美容・理容

下関 仕出し屋千兆亭 その他⼩売 下関 天下⼀品⻑府店 飲⾷業
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下関 トータルオークション その他⼩売 下関 ふくの関 ⻑府観光会館店 ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 とようら交通株式会社 その他サービス 下関 ふく料理 ⼤⿊荘 飲⾷業

下関 豊浦⾃動⾞整備⼯場 その他サービス 下関 ブティックほりぐち アパレル

下関 トラットリア アルベリ 飲⾷業 下関 フラワーショップ ビアンコ彦島店 その他⼩売

下関 トリトリ 飲⾷業 下関 フランス料理 モンレーブ 飲⾷業

下関 ドロシー新下関店 ⾷品・⽣活⽤品販売 下関 ブルーフォンセ 旅館・ホテル

ナ⾏ 下関 ナイガイ建装有限会社 その他サービス 下関 200's kitchen 飲⾷業

下関 中川拓⼯有限会社 その他サービス 下関 HAIR&LIFE Garden 美容・理容

下関 ナップンナムジャ 飲⾷業 下関 ヘアーサロン きりしま 美容・理容

下関 nanairo 飲⾷業 下関 ヘアーモードカクテル 美容・理容

下関 ⾁処いとう 飲⾷業 下関 hair&nail moana 美容・理容

下関 ⾁×2⾷堂うさぎ 飲⾷業 下関 平家茶屋 飲⾷業

下関 NAILSALON Bijou 美容・理容 下関 ベーカリーポーレック その他⼩売

下関 農⽔フーヅ ⼯場直売店 ⾷品・⽣活⽤品販売 下関 ＨＥＸＥ 飲⾷業

下関 ノーブル 美容・理容 下関 便利屋ヒロ その他サービス

下関 野間⼯芸有限会社 その他⼩売 下関 宝関 飲⾷業

ハ⾏ 下関 ハードオフ新下関店 その他⼩売 下関 宝仙 飲⾷業

下関 BarBer PaPaハウス 美容・理容 下関 北欧雑貨Rallissa ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 BAR梟 飲⾷業 下関 ボディーショップＲ2 その他⼩売

下関 梅寿軒 ⾷品・⽣活⽤品販売 下関 Body Make Gym LEAD 美容・理容

下関 博多⼀番どり居⾷家あらい⼩⽉店 飲⾷業 下関 ホビーオフ新下関店 その他⼩売

下関 HANA 飲⾷業 下関 ボンボンサンドウィッチ ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 花瀬 旅館・ホテル マ⾏ 下関 Maazel Maazel 旅館・ホテル

下関 パナどっと ながおか彦島店 その他⼩売 下関 マーレとようら 地場物産店 ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 花のみせ ピゴラ⻑府店 その他⼩売 下関 間瀬株式会社 アパレル

下関 花舗にしむら その他⼩売 下関 マツムラカメラ その他⼩売

下関 花童 その他⼩売 下関 Mahalo その他サービス

下関 林商店 その他⼩売 下関 mahaloha その他⼩売

下関 HANDSOME BARBER SHOP 美容・理容 下関 Mamena 飲⾷業

下関 ビーライン下関店 美容・理容 下関 ミスタードーナツ シーモール下関ショップ 飲⾷業

下関 ヒーリングルームあおぞら 美容・理容 下関 ミスタードーナツ ゆめシティショップ 飲⾷業

下関 ビストロHANA 飲⾷業 下関 道の駅きくがわ特産品販売 ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 ビストロまさ 飲⾷業 下関 道の駅北浦街道豊北 ほうほく夢市場 その他⼩売

下関 美肌脱⽑専⾨店ベルネ―ジュ 美容・理容 下関 道の駅蛍街道⻄ノ市 その他サービス

下関 ビューティ＆エステ マリン その他⼩売 下関 ⽇本料理とふくの宿みもすそ川別館 旅館・ホテル

下関 ビューティクララ細江本店 美容・理容 下関 三宅商店 その他⼩売

下関 ビューティモア 美容・理容 下関 味楽酒笑なか越 飲⾷業

下関 美容室 彩 美容・理容 下関 みんなの蔵ぶ 飲⾷業

下関 美容室 マスカレード 美容・理容 下関 村⽥⽯油店 川棚給油所 その他⼩売

下関 美容室⺟愛 美容・理容 下関 村⽥豊商店 ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 ヒルズクラブ レジャー 下関 Maple 美容・理容

下関 ファミリー⾷堂ひろちゃんず 飲⾷業 下関 めがね⼯房ノエル その他⼩売

下関 ふく・⻑州料理 KATSUMOTO 飲⾷業 下関 めしやせっちゃん 飲⾷業

下関 福⼀商店 その他⼩売 下関 メディカルサロンかとれあ 美容・理容

下関 ふくいテニスクラブ その他サービス 下関 members ing 飲⾷業

下関 福浦薬局 その他⼩売 下関 桃太郎⻑府店 飲⾷業

下関 福⽥⾃動⾞⼯業株式会社 その他サービス 下関 もれなべ 飲⾷業

下関 ふく処喜多川 飲⾷業 ヤ⾏ 下関 焼き⿃ ⽟⿃ 飲⾷業

下関 ふく処さかい 飲⾷業 下関 やきとり居酒屋 さのやん 飲⾷業

下関 ふくふく健康まぁじゃん その他サービス 下関 焼⾁酒場ちゃやまや 飲⾷業
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下関 焼き⿃居酒屋とり万。 飲⾷業

下関 焼⾁泰ちゃん 飲⾷業

下関 焼⾁処⽯亭 飲⾷業

下関 焼⾁ばか盛屋 飲⾷業

下関 ヤマカ醤油 ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 ⼭⽥⽯油サービス 下関球場前給油所 その他⼩売

下関 ⼭⽥⽯油サービス 新下関給油所 その他⼩売

下関 ⼭⽥⽯油サービス ⻑府給油所 その他⼩売

下関 やまみうに下関⽔陸物産株式会社 ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 やまむら化粧品店 その他⼩売

下関 (有)旭無線パーツセンター その他⼩売

下関 優 飲⾷業

下関 有限会社 ⾬森商店 その他⼩売

下関 有限会社 ⽊村⽔産 飲⾷業

下関 有限会社 セイキ時計店 その他⼩売

下関 有限会社 中野クリーン住設 その他サービス

下関 有限会社植⽊紙店 その他⼩売

下関 有限会社サンヨー蜂園 ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 有限会社世喜乃 ⾷品・⽣活⽤品販売

下関 遊福旅館 旅館・ホテル

下関 よぴらん〜healing and facial salon〜 美容・理容

ラ⾏ 下関 らーめん實 飲⾷業

下関 ラウンジ 海 飲⾷業

下関 ラウンジピュア 飲⾷業

下関 Laboratory 飲⾷業

下関 リストランテ フェリーチェ 飲⾷業

下関 リラクゼーション・yorisoi その他サービス

下関 ルーエプラッツ 飲⾷業

下関 Room：105 今浦店 飲⾷業

下関 Room：105 唐⼾店 飲⾷業

下関 Room445 AYA-hair 美容・理容

下関 LEON・和 美容・理容

下関 レストラン喫茶ヒルズ 飲⾷業

下関 レストラン ポーレック ミラマハル 飲⾷業

ワ⾏ 下関 わかさ⾷堂 飲⾷業

下関 話⾷ こだま 飲⾷業

下関 和⾷処 夢岬 飲⾷業

下関 和⾷処うま吉 飲⾷業

下関 わたつみ 豊前⽥店 飲⾷業

下関 和処まつ崎 飲⾷業
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

ア⾏ 宇部 味処 秀 飲⾷業 宇部 燻製⾹房燻し屋 飲⾷業

宇部 アムテック その他⼩売 宇部 経絡ほぐしSERENE 美容・理容

宇部 An アパレル 宇部 幸太郎スポーツ その他⼩売

宇部 居酒屋お茶々 飲⾷業 宇部 国際ホテル宇部 旅館・ホテル

宇部 ichigo 飲⾷業 宇部 国際ホテル宇部 創作ダイニングカメリア 飲⾷業

宇部 1丁⽬酒場 賑や 飲⾷業 宇部 国際ホテル宇部 鉄板焼き 旬 飲⾷業

宇部 いっぺい堂 飲⾷業 宇部 国際ホテル宇部 ⽇本料理𠮷⻑ 飲⾷業

宇部 イトオ楽器店宇部センター その他⼩売 宇部 COCOLAND 旅館・ホテル

宇部 井上書店 その他⼩売 サ⾏ 宇部 サイクリング・サロン・ヒロシゲ宇部店 その他⼩売

宇部 ⿂かつ その他⼩売 宇部 サウンドピュアディオ その他⼩売

宇部 宇部⼭電タクシー株式会社 その他サービス 宇部 酒のしのざわ ⾷品・⽣活⽤品販売

宇部 宇部スポーツ整⾻院 その他サービス 宇部 酒のフロンティア鵜の島店 その他⼩売

宇部 すすめオーダーヴァイキング宇部店 飲⾷業 宇部 酒のフロンティア中央店 その他⼩売

宇部 宇部ホルモン 飲⾷業 宇部 さざん亭宇部店 飲⾷業

宇部 Ageless salon LIANGE 美容・理容 宇部 雷鶏 ThunderBard 飲⾷業

宇部 ＳＢＳ宇部 その他⼩売 宇部 三代⽬YUTAKA 飲⾷業

宇部 ESOLA宇部新川店 飲⾷業 宇部 サンピット宇部 その他⼩売

宇部 戎屋 飲⾷業 宇部 サンマルノ 飲⾷業

宇部 エムラ宇部店 その他⼩売 宇部 ⼭陽堂 その他サービス

宇部 エルステン ⾷品・⽣活⽤品販売 宇部 Jack 飲⾷業

宇部 岡タイヤ⼯業(株) その他⼩売 宇部 シュクルヴァン宇部店 ⾷品・⽣活⽤品販売

宇部 Osozai Delica 218 飲⾷業 宇部 シュシュ宇部店 ⾷品・⽣活⽤品販売

宇部 お⾁バル うに 宇部新川駅前店 飲⾷業 宇部 酒楽祭 飲⾷業

宇部 ⼩野茶 その他⼩売 宇部 スクールショップキタノ宇部店 アパレル

宇部 オフハウス宇部店 その他⼩売 宇部 スナック ソルトレーク 飲⾷業

宇部 On and Off アパレル 宇部 素晴らしきかな⼈⽣ 宇部店 飲⾷業

カ⾏ 宇部 カーテクノワダ その他サービス 宇部 炭⽕串焼き やきとん 駒之進 飲⾷業

宇部 カーフレンド中野 その他サービス 宇部 すむら酒店 その他⼩売

宇部 果⼦乃季宇部ファーム店 ⾷品・⽣活⽤品販売 宇部 セブンイレブン宇部⾼校前店 その他⼩売

宇部 果⼦乃季東岐波店 ⾷品・⽣活⽤品販売 宇部 セブンイレブン宇部ひらき店 その他⼩売

宇部 割烹 明徳 飲⾷業 宇部 SELFMADE宇部店 美容・理容

宇部 家庭料理ゆうみん 飲⾷業 宇部 総合ギフト万栄 その他⼩売

宇部 カトルセゾン宇部本店 ⾷品・⽣活⽤品販売 宇部 創作洋菓⼦のロイヤル ⾷品・⽣活⽤品販売

宇部 カフェレストランダンクス 飲⾷業 タ⾏ 宇部 TIMEZY nishiube 美容・理容

宇部 株式会社シー・エス・ディー(K car Brand) その他⼩売 宇部 中国料理敦煌 ⼭⼝宇部店 飲⾷業

宇部 株式会社トム・フクダ⻄岐波店 その他⼩売 宇部 CHOJIYA アパレル

宇部 株式会社ファミリーマート宇部東梶返 その他⼩売 宇部 ディンプル美容室 美容・理容

宇部 カラオケCLUBDAM宇部店 その他サービス 宇部 twentyone 飲⾷業

宇部 KAWANOビューティーサロン 宇部店 美容・理容 宇部 トータルリペア岡本 その他サービス

宇部 元祖中津からあげもり⼭宇部店 飲⾷業 宇部 TOKIWA ZOOベニア館 その他⼩売

宇部 キキーズ上宇部店 その他⼩売 ナ⾏ 宇部 ⾁僧 飲⾷業

宇部 キッチンFUKUDA 飲⾷業 宇部 ⾁処とよた ⾷品・⽣活⽤品販売

宇部 ギフトギャラリーオズ宇部店 その他⼩売 宇部 ノエビア化粧品 シャンテ 美容・理容

宇部 キャスト 宇部店 その他⼩売 宇部 ノエビアプレシャス その他⼩売

宇部 餃⼦⼯房 穂満 その他⼩売 ハ⾏ 宇部 HEARTS HAIR 美容・理容

宇部 餃⼦中華酒場 ⻁の⼦ 飲⾷業 宇部 ハードオフ宇部店 その他⼩売

宇部 くすりのビビ その他⼩売 宇部 はくのや⽶穀店 ⾷品・⽣活⽤品販売

宇部市
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宇部 パティスリーケンジ その他⼩売 宇部 YOGASTUDIO OM その他サービス

宇部 パナソニックのお店 ぱわっと宍⼾野中店 その他⼩売 ラ⾏ 宇部 ライフページ・ナガタニ その他⼩売

宇部 花のみせ ピゴラ恩⽥店 その他⼩売 宇部 Rabbit Street 宇部店 その他⼩売

宇部 HBACC レジャー 宇部 蘭燈 飲⾷業

宇部 BAR REY 飲⾷業 宇部 rubia その他サービス

宇部 パン⼯房ふかまろ ⾷品・⽣活⽤品販売 宇部 Les Fleurs アパレル

宇部 ばんしゃくや 飲⾷業 宇部 Rosy Rose 美容・理容

宇部 ハンズヘアー 美容・理容 宇部 炉ばた炎⽉ 飲⾷業

宇部 美髪クリニック宇部店 美容・理容 宇部 ロボット・プログラミング教室 アクシオン その他サービス

宇部 ビストロトシ 飲⾷業 ワ⾏ 宇部 和⾷・鍋・しゃぶしゃぶ清⽔ ⼭⼝宇部店 飲⾷業

宇部 びばCaFe Ayameno 飲⾷業 宇部 和平宇部店 飲⾷業

宇部 美容室ファインかわむら丸尾 美容・理容 宇部 湾岸ラーメン⾷堂 飲⾷業

宇部 美容室フェリーチェ 美容・理容

宇部 HIRO THE BARBER 美容・理容

宇部 ファミリーマート 宇部⻄岐波 ⾷品・⽣活⽤品販売

宇部 富⼠商（株）宇部ときわ給油所 その他⼩売

宇部 富⼠商（株）セルフ東岐波給油所 その他⼩売

宇部 富⼠商（株）⻄宇部給油所 その他⼩売

宇部 富⼠パーキング その他サービス

宇部 ブックオフ宇部店 その他⼩売

宇部 ブティック HANAYA アパレル

宇部 ブライダル優美宇部店 その他サービス

宇部 フラワーショップ ビアンコ恩⽥店 その他⼩売

宇部 フラワーショップ ビアンコ琴芝店 その他⼩売

宇部 フラワーショップ ビアンコ⻄宇部店 その他⼩売

宇部 フラワーショップ ビエン宇部店 その他⼩売

宇部 ぶりの介 飲⾷業

宇部 紅屋コスメティックスタジオ その他⼩売

宇部 ポエトリン美容室 美容・理容

宇部 ボックスプラス レジャー

宇部 ホビーショップムック その他⼩売

マ⾏ 宇部 ⾖汰⾖蔵 ⾷品・⽣活⽤品販売

宇部 マリヤ化粧品店 その他⼩売

宇部 マリヤ美容室 美容・理容

宇部 ミスターバーク宇部厚南店 飲⾷業

宇部 Maybe tomorrow 飲⾷業

宇部 メガネのクロカワ その他⼩売

宇部 melimelo28+ 飲⾷業

宇部 もつ鍋とお⾁処 むら花 飲⾷業

宇部 モランボン 飲⾷業

ヤ⾏ 宇部 焼⿃＆ワイン ＲＩＣＫＹ 飲⾷業

宇部 焼⿃⼀⼒ 本店 飲⾷業

宇部 焼⾁ ⽜ノ場 飲⾷業

宇部 薬膳カフェ菜菜 飲⾷業

宇部 ⼋⼗⼋ 飲⾷業

宇部 やなぎだ化粧品店 美容・理容

宇部 ⼭⼝宇部空港やまぐち特産品プラザ「宇部やなぎだ」 その他⼩売

宇部 有限会社 モトパドック その他⼩売

宇部 有限会社タカタ その他⼩売

宇部 洋⾵和⾷堂1Z3(イズミ) 飲⾷業
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

ア⾏ ⼭⼝ 旭⽔産有限会社 ⾷品・⽣活⽤品販売 ⼭⼝ カラオケの森⼭⼝店 その他サービス

⼭⼝ 阿知須フラワー その他⼩売 ⼭⼝ カラオケ湯CLUB その他サービス

⼭⼝ ATENA⼭⼝ 美容・理容 ⼭⼝ 乾杯ニクノミコト 湯⽥店 飲⾷業

⼭⼝ ALURE⼩郡 美容・理容 ⼭⼝ kiitos 美容・理容

⼭⼝ igrec 飲⾷業 ⼭⼝ キデイランド⼭⼝店 その他⼩売

⼭⼝ 居⼼家鶏まる 飲⾷業 ⼭⼝ ギフトギャラリーオズ⼭⼝店 その他⼩売

⼭⼝ ⼀坂家 団らん 飲⾷業 ⼭⼝ キャスト ⼭⼝店 その他⼩売

⼭⼝ 居酒屋 呑ん太 飲⾷業 ⼭⼝ ⽜串とらまめともつ鍋こ⾖ 湯⽥店 飲⾷業

⼭⼝ 和泉ボデー その他サービス ⼭⼝ 共同ゴム⼯業株式会社 その他⼩売

⼭⼝ いつか 飲⾷業 ⼭⼝ きれい倶楽部 その他⼩売

⼭⼝ 植地酒舗 その他⼩売 ⼭⼝ 串焼き酒場⼋歩 飲⾷業

⼭⼝ ウェディングコート エミリア その他サービス ⼭⼝ grafica 美容・理容

⼭⼝ 植野⾃動⾞ その他⼩売 ⼭⼝ glam hair 美容・理容

⼭⼝ うな道とり道 飲⾷業 ⼭⼝ グランシャリオ新⼭⼝店 ⾷品・⽣活⽤品販売

⼭⼝ エクスプレス⼭⼝ その他⼩売 ⼭⼝ CREVASSE アパレル

⼭⼝ S.I.D⼭⼝店 その他⼩売 ⼭⼝ くろいわ⻭科クリニック その他サービス

⼭⼝ ＮＴＡトラベル ⼩郡⽀店 その他サービス ⼭⼝ 鴻城⼟建⼯業株式会社 その他サービス

⼭⼝ エムラ⼭⼝店 アパレル ⼭⼝ ⼝福⾄福 飲⾷業

⼭⼝ 縁ぎ家 飲⾷業 サ⾏ ⼭⼝ ⻄京酒場 萬天 ⼭⼝平井店 飲⾷業

⼭⼝ おいはぎ峠 飲⾷業 ⼭⼝ SaiCoffeeRoastery 飲⾷業

⼭⼝ ⼩郡朝市ハッピー ⾷品・⽣活⽤品販売 ⼭⼝ さかな場HeyHey ⾷品・⽣活⽤品販売

⼭⼝ お⾷事処 菊⽔ 飲⾷業 ⼭⼝ 酒と肴と蕎⻨ 咲乃華 飲⾷業

⼭⼝ お⾷事処⼊道 飲⾷業 ⼭⼝ 酒のフロンティア⼭⼝湯⽥店 その他⼩売

⼭⼝ お⾁バル うに(和) 飲⾷業 ⼭⼝ 薩摩ぢどり 飲⾷業

⼭⼝ オフハウス⼭⼝ゆめタウン店 その他⼩売 ⼭⼝ 讃岐弘法 飲⾷業

⼭⼝ オフハウス⼩郡店 その他⼩売 ⼭⼝ サビエルカンパーナ&特産cafeやまのわ アルク⼩郡店 飲⾷業

カ⾏ ⼭⼝ 株式会社好花園 その他⼩売 ⼭⼝ saronR湯⽥温泉 美容・理容

⼭⼝ 株式会社⼭⼝ジーワイ商会 その他⼩売 ⼭⼝ サンピット⼭⼝ その他⼩売

⼭⼝ 海鮮⻑州湯⽥店 飲⾷業 ⼭⼝ Sun word 美容・理容

⼭⼝ 海鮮なぶら 飲⾷業 ⼭⼝ sun word ⼤内店 美容・理容

⼭⼝ 隠れ家サロン ラ、ルーチェ 美容・理容 ⼭⼝ 幸せの空間CoCo. その他⼩売

⼭⼝ 果⼦乃季⼤内店 ⾷品・⽣活⽤品販売 ⼭⼝ CPサロンssess 美容・理容

⼭⼝ 果⼦乃季⼩郡プラッツ店 ⾷品・⽣活⽤品販売 ⼭⼝ ＣＰサロンＤＥＡＲ本店 美容・理容

⼭⼝ 果⼦乃季新⼭⼝駅店 ⾷品・⽣活⽤品販売 ⼭⼝ Σ-sigma.x 美容・理容

⼭⼝ 果⼦乃季平川店 ⾷品・⽣活⽤品販売 ⼭⼝ 〆屋 飲⾷業

⼭⼝ 果⼦乃季ゆめタウン⼭⼝店 ⾷品・⽣活⽤品販売 ⼭⼝ シャロームnaoco 美容・理容

⼭⼝ 割烹 鄙の館 飲⾷業 ⼭⼝ 酒家 矗 飲⾷業

⼭⼝ 割烹 福助 飲⾷業 ⼭⼝ シュクルヴァン新⼭⼝駅店 ⾷品・⽣活⽤品販売

⼭⼝ ⾦光酒造株式会社 その他⼩売 ⼭⼝ シュクルヴァン⼭⼝店 ⾷品・⽣活⽤品販売

⼭⼝ 株式会社エボリューシュン その他⼩売 ⼭⼝ シュシュ⼭⼝店 ⾷品・⽣活⽤品販売

⼭⼝ 株式会社トピア その他サービス ⼭⼝ 昭ちゃんコロッケ株式会社 ⾷品・⽣活⽤品販売

⼭⼝ 株式会社トム・フクダ本店 その他⼩売 ⼭⼝ Swing⼯房 その他サービス

⼭⼝ 株式会社ファミリーマート葵2丁⽬店 その他⼩売 ⼭⼝ 末廣 その他⼩売

⼭⼝ 株式会社ファミリーマート⼤内⽮⽥ その他⼩売 ⼭⼝ ＳＵＫＯＹＡＫＡ ＳＡＬＯＮ その他サービス

⼭⼝ 株式会社ファミリーマート泉都町 ⾷品・⽣活⽤品販売 ⼭⼝ 寿司の花⼦ 飲⾷業

⼭⼝ 株式会社湯⽥温泉研究所 その他⼩売 ⼭⼝ スナックせつこ 飲⾷業

⼭⼝ 髪処ひととき 美容・理容 ⼭⼝ 素晴らしきかな⼈⽣ ⼭⼝店 飲⾷業

⼭⼝市
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⼭⼝ 炭⽕焼き やきとん 政之助 飲⾷業 ⼭⼝ BeeL beauty&feel 美容・理容

⼭⼝ sMALL☆wORLD その他⼩売 ⼭⼝ 美顔教室プリティ その他⼩売

⼭⼝ セオサイクル⼭⼝店 その他⼩売 ⼭⼝ Pizzeria VOLPE BIANCA 飲⾷業

⼭⼝ 瀬⼾内モリンガ ⾷品・⽣活⽤品販売 ⼭⼝ ⼀花（ひとはな） その他⼩売

⼭⼝ セルフ吉敷サービスステーション その他⼩売 ⼭⼝ ビューティー＆ヘルスわたなべ その他⼩売

⼭⼝ 蕎⻨YAOKI 飲⾷業 ⼭⼝ 美容室アンジェ・クール新⼭⼝北⼝ 美容・理容

タ⾏ ⼭⼝ Dining O.K 飲⾷業 ⼭⼝ 美容室アンジェ・クール⼭⼝グランドホテル 美容・理容

⼭⼝ DiningN.S 飲⾷業 ⼭⼝ 美容室アンジェ・レーヴ 美容・理容

⼭⼝ Dining bar FeeHat 飲⾷業 ⼭⼝ 美容室クレスト・シー 美容・理容

⼭⼝ たかね建築⼯房株式会社 その他サービス ⼭⼝ ポーラザビューティー⼭⼝⼩郡店 美容・理容

⼭⼝ 武⾕清⾵堂 ⾷品・⽣活⽤品販売 ⼭⼝ ファミリーマート ⼤内御堀店 その他⼩売

⼭⼝ たちばな農園 その他⼩売 ⼭⼝ ファミリーマート⼤内⻑野店 その他⼩売

⼭⼝ ⽥所商店 ⼭⼝店 飲⾷業 ⼭⼝ ファミリーマート ⼭⼝佐⼭ その他⼩売

⼭⼝ 種⽥家具ZakkaShop&⼭⼝店 その他⼩売 ⼭⼝ 富⼠商（株）⼩郡駅前給油所 その他⼩売

⼭⼝ 中国料理 隨園 飲⾷業 ⼭⼝ 富⼠商（株）セルフ⼩郡⼭⼿給油所 その他⼩売

⼭⼝ ⻑州居酒屋とも 飲⾷業 ⼭⼝ 富⼠商（株）⼭⼝プラザ給油所 その他⼩売

⼭⼝ TukinoHikari 飲⾷業 ⼭⼝ 富⼠商（株）湯⽥給油所 その他⼩売

⼭⼝ TSUTAYA⼭⼝葵店 その他⼩売 ⼭⼝ ブックオフ⼭⼝旭通り店 その他⼩売

⼭⼝ Tipstic 美容・理容 ⼭⼝ ブライダル情報館Avvenire その他サービス

⼭⼝ ⼿品師⾼重翔 その他サービス ⼭⼝ ブライダルスペースMIMI その他サービス

⼭⼝ ⼿作りケーキの店｢喫茶セーラ｣ 飲⾷業 ⼭⼝ ブライダルハウスハラダヤ その他サービス

⼭⼝ 陶ギャラリーうつわ その他⼩売 ⼭⼝ フラワーショップ ビアンコ⼩郡店 その他⼩売

⼭⼝ ときつ養蜂園 Bee's Life ⾷品・⽣活⽤品販売 ⼭⼝ フラワーショップ ビエン泉店 その他⼩売

⼭⼝ 徳地とりたまの⾥ 飲⾷業 ⼭⼝ PLEASE アパレル

⼭⼝ TRUSS FACTORY その他⼩売 ⼭⼝ Prink アパレル

⼭⼝ とらっ家 新⼭⼝駅新幹線⼝徒歩3分店 飲⾷業 ⼭⼝ ブレイブ・ハート アパレル

⼭⼝ trove その他⼩売 ⼭⼝ ⽂栄堂サンパークあじす店 その他⼩売

ナ⾏ ⼭⼝ ⽇本料理 雅 飲⾷業 ⼭⼝ ⽂栄堂本店 その他⼩売

⼭⼝ NewStyle aila 美容・理容 ⼭⼝ ⽂栄堂⼭⼝⼤学前店 その他⼩売

⼭⼝ NewStyle CORE 美容・理容 ⼭⼝ ⽂栄堂ゆめタウン⼭⼝店 その他⼩売

⼭⼝ NewStyle SO-HO 美容・理容 ⼭⼝ ヘアーサロン志 美容・理容

⼭⼝ NewStyle NAKAICHI 美容・理容 ⼭⼝ ほっと整体はり灸院 その他サービス

⼭⼝ NewStyle Four Seasons 美容・理容 ⼭⼝ BodyCareSalonFugetsu その他サービス

⼭⼝ NewStyle 本店 美容・理容 ⼭⼝ ホビーオフ⼭⼝ゆめタウン店 その他⼩売

⼭⼝ ねむの⽊ 飲⾷業 ⼭⼝ 炎屋おんじ 飲⾷業

⼭⼝ のん太鮨⼭⼝店 飲⾷業 ⼭⼝ Honda Cars ⼭⼝中央 ⼩郡店 その他⼩売

ハ⾏ ⼭⼝ ハードオフ⼭⼝ゆめタウン店 その他⼩売 ⼭⼝ Honda Cars ⼭⼝中央 ⼭⼝中央店 その他⼩売

⼭⼝ ハードオフ⼩郡店 その他⼩売 マ⾏ ⼭⼝ 町のケータイ屋さん その他サービス

⼭⼝ barberSii.. 美容・理容 ⼭⼝ 松⽥屋ホテル 旅館・ホテル

⼭⼝ haco 美容・理容 ⼭⼝ 御堀堂 本店 ⾷品・⽣活⽤品販売

⼭⼝ haconeco 美容・理容 ⼭⼝ 御堀堂 湯⽥店 ⾷品・⽣活⽤品販売

⼭⼝ 服部産業株式会社 ⼭⼝営業所 その他⼩売 ⼭⼝ ⺠宿しらい 飲⾷業

⼭⼝ 花のみせ ピゴラ吉敷店 その他⼩売 ⼭⼝ 村上組 その他サービス

⼭⼝ 浜ふく 飲⾷業 ⼭⼝ ムラカミクリーニング本店 その他サービス

⼭⼝ 原⽥酒舗 ⾷品・⽣活⽤品販売 ⼭⼝ 村上洋傘店 その他⼩売

⼭⼝ ばりそば本舗 春来軒 ⼩郡店 飲⾷業 ⼭⼝ 村重⽯油店 ⼭⼝給油所 その他⼩売

⼭⼝ ばりそば本舗 春来軒 中市店 飲⾷業 ⼭⼝ 明光義塾⼭⼝中央教室 その他サービス

⼭⼝ パレット阿知須店 アパレル ⼭⼝ MEZE その他⼩売

⼭⼝ ハローズ⼤内店 アパレル ⼭⼝ モッコウサッカ徳真 その他⼩売

⼭⼝ ハローズ⼭⼝店 アパレル ⼭⼝ モッチモパスタ⼭⼝湯⽥店 飲⾷業
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⼭⼝ もんじゃず 飲⾷業

ヤ⾏ ⼭⼝ ⼋百花まつにし ⾷品・⽣活⽤品販売

⼭⼝ やき⿃ 友清 飲⾷業

⼭⼝ 焼⾁つなぐファーム 湯⽥店 飲⾷業

⼭⼝ やまぐちシードル販売所 その他⼩売

⼭⼝ ⼭城屋酒造株式会社 その他⼩売

⼭⼝ ⼭⽥⽯油サービス ⼩郡東給油所 その他⼩売

⼭⼝ ⼭⽥⽯油サービス マルチステーション新⼭⼝ その他⼩売

⼭⼝ ⼭⽥⽯油サービス ⼭⼝ドライブプラザ給油所 その他⼩売

⼭⼝ ⼭⽥⽯油サービス ⼭⼝東給油所 その他⼩売

⼭⼝ ⼭⽥⽯油サービス ⼭⼝御堀給油所 その他⼩売

⼭⼝ 有限会社⽯野製作所 その他⼩売

⼭⼝ (有)利重佛具本店 その他⼩売

⼭⼝ 有限会社オート・ケア・アームズ その他サービス

⼭⼝ 有限会社 ナカニシ⽯油 その他⼩売

⼭⼝ 有限会社 芳⻄⼯務店 その他サービス

⼭⼝ 有限会社中村⺠芸社 その他⼩売

⼭⼝ 有限会社パナックいまづ その他⼩売

⼭⼝ 湯⽥花園 その他⼩売

⼭⼝ ユニクロ⼭⼝店 その他⼩売

ラ⾏ ⼭⼝ ララマリー その他サービス

⼭⼝ LAWAKU 飲⾷業

⼭⼝ リストランテ・ペイザン 飲⾷業

⼭⼝ 料亭 なわた 飲⾷業

⼭⼝ 料理酒処くら 飲⾷業

⼭⼝ リラクゼーションサロン サンク その他サービス

⼭⼝ リラクゼーションサロンFuwari 美容・理容

⼭⼝ LINX 美容・理容

⼭⼝ レザーエステ⼭⼝ゆめタウン店 その他サービス

⼭⼝ レストラン アゼィリア 飲⾷業

⼭⼝ レンタルコスチューム彩華 その他サービス

⼭⼝ Lococo⼭⼝店 美容・理容

⼭⼝ ROSSO アパレル

ワ⾏ ⼭⼝ YSP葵⼯場 その他⼩売

⼭⼝ 我が家 飲⾷業

⼭⼝ 和⽥・⼤來・⼤森合同事務所 その他サービス

⼭⼝ 渡辺⽔産有限会社 その他⼩売
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

ア⾏ 萩 あじろ 飲⾷業 萩 ⽥中建設株式会社 その他サービス

萩 あまぬま屋ＰＵＢ Ｈ＆Ｌ 飲⾷業 萩 椿設備⼯業 その他サービス

萩 網焼きレストラン⾒蘭 飲⾷業 ナ⾏ 萩 中村酒造株式会社 その他⼩売

萩 あらせ 〜Hagind その他⼩売 萩 中村畳表店 その他⼩売

萩 アルソア岩﨑 その他⼩売 萩 Nail salon M's Nail 美容・理容

萩 有限会社あんの建装 その他サービス ハ⾏ 萩 ハートフルショップおおはし その他⼩売

萩 居酒屋 銀 飲⾷業 萩 ハーベストガーデン その他⼩売

萩 井上商店萩本社売店 ⾷品・⽣活⽤品販売 萩 バイクハウスオータニ その他⼩売

萩 うきしま⼯房 ⾷品・⽣活⽤品販売 萩 萩・⽯⾒カントリー倶楽部 レジャー

萩 A-line 美容・理容 萩 萩おみやげ博物館 その他⼩売

萩 esthetic salon bisous 美容・理容 萩 萩⼼海 飲⾷業

萩 エステ美⽉ 美容・理容 萩 萩ふくや その他サービス

萩 NTAトラベル 萩本店 その他サービス 萩 萩本陣 旅館・ホテル

萩 欧⾵家庭料理パウゼ 飲⾷業 萩 萩明倫レストラン 萩暦 飲⾷業

萩 ON−AIR 美容・理容 萩 萩焼いとう その他⼩売

カ⾏ 萩 car shop Zero-Line その他⼩売 萩 萩焼窯元 岡⽥窯 その他⼩売

萩 果⼦乃季萩美術館前店 ⾷品・⽣活⽤品販売 萩 萩焼窯元 松光⼭ その他⼩売

萩 株式会社 サンワ 本社 その他サービス 萩 萩焼窯元 泉流⼭ その他⼩売

萩 株式会社ツーリスト⼭⼝ 本社アトラス営業所 その他サービス 萩 萩焼窯元 天⿓窯 その他⼩売

萩 GARAGE ZONO その他⼩売 萩 萩ロイヤルインテリジェントホテル株式会社 旅館・ホテル

萩 割烹千代 飲⾷業 萩 服部産業株式会社 その他⼩売

萩 きくや その他⼩売 萩 piano-kids アパレル

萩 業務スーパー萩店 ⾷品・⽣活⽤品販売 萩 ビアンコスピーノ萩店 その他⼩売

萩 Kyon 飲⾷業 萩 PIZZA NY 飲⾷業

萩 kilico 美容・理容 萩 美容室haru 美容・理容

萩 グルニエ 飲⾷業 萩 美容室piano 美容・理容

萩 crayon 美容・理容 萩 美容室ブルス 美容・理容

萩 coen. 飲⾷業 萩 プチシャトー萩店 ⾷品・⽣活⽤品販売

萩 ⼩林⾃動⾞整備⼯場 その他サービス 萩 フラワーショップハナヤ その他⼩売

萩 胡⿇衛⾨ ⾷品・⽣活⽤品販売 萩 ホテル⾼⼤ 旅館・ホテル

サ⾏ 萩 佐伯時計店 その他⼩売 萩 ぽとす 飲⾷業

萩 酒場肴 飲⾷業 萩 HondaCars萩 その他⼩売

萩 雑貨屋ＬｉＮＫ！！ ⾷品・⽣活⽤品販売 マ⾏ 萩 マイン美容室 美容・理容

萩 Ripple【サロン ド リップル】 その他サービス 萩 丸中⽯油株式会社御許町給油所 その他⼩売

萩 saronR 美容・理容 萩 丸中⽯油株式会社越ヶ浜給油所 その他⼩売

萩 サンパルコ 学⽣服 その他⼩売 萩 Miss Atena 美容・理容

萩 サンパルコ ギフト その他⼩売 萩 みどりや本店 ⾷品・⽣活⽤品販売

萩 サンパルコ 紳⼠服 その他⼩売 萩 みなと⾃動⾞ その他⼩売

萩 JIBITA その他⼩売 萩 村⽊⾃動⾞整備⼯場 その他サービス

萩 sylfy 美容・理容 萩 メガネ・補聴器の佐伯 その他⼩売

萩 須佐⾃動⾞ その他⼩売 ヤ⾏ 萩 やきにく⾷堂kou 飲⾷業

萩 スバルショップ萩(有)⼭陰ボデー その他サービス 萩 ⼋千代酒造合名会社 その他⼩売

萩 炭⽕居酒屋 華 飲⾷業 萩 ⼭県⾃動⾞株式会社 ⽥万川営業所 その他サービス

萩 SELF STUDIO 美容・理容 萩 ⼭県⾃動⾞株式会社 本社 その他サービス

萩 Centia 美容・理容 萩 ⼭下時計店 その他⼩売

タ⾏ 萩 第⼋隨功丸 レジャー 萩 ⼭⽥⽯油サービス 萩給油所 その他⼩売

萩 たい焼き屋のぶちゃん 飲⾷業 萩 有限会社 有福モータース その他⼩売

萩市
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萩 有限会社 島⽥⾃動⾞ その他サービス

萩 有限会社 萩モータース その他⼩売

萩 有限会社 ふくま呉服店 その他⼩売

萩 有限会社 光國本店 その他サービス

萩 有限会社 宮本⾃動⾞整備⼯場 その他サービス

萩 有限会社 渡辺板⾦⼯業 その他サービス

萩 有限会社サカモト⽯油 ⽥万川ＳＳ その他⼩売

萩 有限会社たけなか 松陰神社店 その他⼩売

萩 有限会社三好蒲鉾 その他⼩売

ラ⾏ 萩 Radia 飲⾷業

萩 理髪ランカー 美容・理容

萩 ⻯王丸 レジャー

萩 Leather Work #23 その他⼩売

萩 レストラン⾼⼤ 飲⾷業

ワ⾏ 萩 ㈲渡辺板⾦⼯業 リフォーム事業部 その他サービス
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

ア⾏ 防府 AIMA 旅館・ホテル 防府 肴や左近 飲⾷業

防府 あげ家 飲⾷業 防府 Salon m＋ 美容・理容

防府 acocafe アコカフェ 飲⾷業 防府 CPサロンパラディ 美容・理容

防府 az本店 アパレル 防府 CPサロンフローラ 美容・理容

防府 Applead防府店 その他サービス 防府 シェ・モム 飲⾷業

防府 Atelier花空間 その他⼩売 防府 シャトレーゼ防府店 その他⼩売

防府 Archer 美容・理容 防府 しゃぶしゃぶ温野菜防府店 飲⾷業

防府 Ethen&Co. アパレル 防府 ジュエリーミツヤ その他⼩売

防府 イタリアンバール a Lumon 飲⾷業 防府 熟成⼲物屋みやび ⾷品・⽣活⽤品販売

防府 いち遊 飲⾷業 防府 シュクルヴァン防府店 ⾷品・⽣活⽤品販売

防府 インド料理 パラタ 飲⾷業 防府 ジョカーレコンイチ 飲⾷業

防府 VAN COUNCIL 美容・理容 防府 ⾷楽彩園 咲果庄 飲⾷業

防府 ViDeN 旅館・ホテル 防府 ⽩⽯呉服店 その他⼩売

防府 上⽥本店 その他⼩売 防府 suzujuku防府店 その他サービス

防府 笑酒屋 ⼤五郎 飲⾷業 防府 すてき空間カモミール 美容・理容

防府 エムラ防府本店 アパレル 防府 スナック エリーゼ 飲⾷業

防府 オーシャンブルー 飲⾷業 防府 素晴らしきかな⼈⽣ 防府店 飲⾷業

防府 岡⻁ 道の駅潮彩市場防府店 ⾷品・⽣活⽤品販売 防府 炭⽕焼⾁ことぶき 飲⾷業

防府 岡⻁ 本社直売所 ⾷品・⽣活⽤品販売 防府 セラヴィ 飲⾷業

防府 お茶の松うら ⾷品・⽣活⽤品販売 防府 総合電機有限会社 その他⼩売

カ⾏ 防府 ㈱久保畳店 その他サービス 防府 創作料理hot 飲⾷業

防府 ガーデンマルシェ 防府店 その他⼩売 タ⾏ 防府 種⽥家具 防府家具市 その他⼩売

防府 菓⼦処 めいじや その他⼩売 防府 ちょはっかい 飲⾷業

防府 果⼦乃季イオン防府店 ⾷品・⽣活⽤品販売 防府 TSUTAYA防府店 その他⼩売

防府 果⼦乃季三⽥尻店 ⾷品・⽣活⽤品販売 防府 T-two美容室 美容・理容

防府 果⼦乃季ゆめタウン防府店 ⾷品・⽣活⽤品販売 防府 トータルケアサロンRecura その他サービス

防府 CutStudioBelieve 美容・理容 防府 dot 飲⾷業

防府 カットハウス 団⼗郎 美容・理容 ナ⾏ 防府 中村建設株式会社 その他サービス

防府 cafe.Fika 飲⾷業 防府 ⽇本料理 中しま 飲⾷業

防府 株式会社 ⽯井フラワーセンター その他⼩売 防府 ニューショパール 飲⾷業

防府 株式会社佛光堂 本店営業部 その他⼩売 防府 のばら アパレル

防府 株式会社 村⽥⾃動⾞商会 その他⼩売 防府 のん太鮨防府店 飲⾷業

防府 株式会社ヴァン その他⼩売 ハ⾏ 防府 Bar Moonlight 飲⾷業

防府 株式会社オール・ワン その他サービス 防府 BARモンドール 飲⾷業

防府 ⽸詰bar 1-point 飲⾷業 防府 はかた屋たい 飲⾷業

防府 カンナキッチン 飲⾷業 防府 ⽩銀本舗 防府駅前店 ⾷品・⽣活⽤品販売

防府 ギフトギャラリーオズ イオンタウン防府店 その他⼩売 防府 ⽩銀本舗 本店 ⾷品・⽣活⽤品販売

防府 きものギャラリー はら京 その他⼩売 防府 花トク その他⼩売

防府 ⽜串とらまめともつ鍋こ⾖ 防府店 飲⾷業 防府 ハヤシメガネ防府緑町本店 その他⼩売

防府 京料理⼋坂 飲⾷業 防府 Parfait Amie 美容・理容

防府 くすりの済⽣堂 その他⼩売 防府 Halekulani 飲⾷業

防府 クレイン防府店 アパレル 防府 PiPoPa防府店 その他⼩売

防府 kenken's BAR 飲⾷業 防府 ピュアリィ 美容・理容

防府 呉服の秩⽗屋 アパレル 防府 Beauty Salon K 美容・理容

防府 コムサイズム イオン防府店 アパレル 防府 美容室 NOISE 美容・理容

防府 来夜味 飲⾷業 防府 美容室 Voice 美容・理容

サ⾏ 防府 済⽣堂 その他⼩売 防府 美容室つかさ 美容・理容

防府市
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防府 平野機⼯（株） その他⼩売 ヤ⾏ 防府 洋⾷堂 なか⽥ 飲⾷業

防府 ファミリーマート防府鋳物師町店 ⾷品・⽣活⽤品販売 防府 吉井畳店 ⾷品・⽣活⽤品販売

防府 ファミリーマート防府岸津店 ⾷品・⽣活⽤品販売 ラ⾏ 防府 ラ・セサミイオン防府店 その他⼩売

防府 ファミリーマート防府美和店 その他サービス 防府 LaPuA ⼩さなケーキ屋さん 飲⾷業

防府 fiore Lily 美容・理容 防府 ラモンの⾷堂 飲⾷業

防府 フクダサイクル その他⼩売 防府 料亭 桑華苑 飲⾷業

防府 ふぐ処佐じか 飲⾷業 防府 ル・モンド・ヴェロ その他⼩売

防府 富⼠商（株）防府２６２給油所 その他⼩売 ワ⾏ 防府 和⾷処あすなろ 飲⾷業

防府 flat 飲⾷業

防府 フラワーショップ エスト防府店 その他⼩売

防府 フラワーチェーンタナカ中関店 その他⼩売

防府 フラワーチェーンタナカ三⽥尻店 その他⼩売

防府 フリーダム、アメーノ 美容・理容

防府 フローリスト倖晴・フラワースペースCo-co その他⼩売

防府 FROG's TAIL アパレル

防府 HAIR RESORT First 美容・理容

防府 Hair&connect KAI 美容・理容

防府 ヘアーサロンBe美Ms 美容・理容

防府 ヘアースタジオ OTO 美容・理容

防府 ヘアメイクBe美 美容・理容

防府 べにや 飲⾷業

防府 ベルクラシック防府 飲⾷業

防府 防府きもの体験 しをり レジャー

防府 POTION boutique アパレル

防府 ほたみ珈琲 ⾷品・⽣活⽤品販売

防府 Honda Cars ⼭⼝中央 防府店 その他⼩売

マ⾏ 防府 マサデン その他⼩売

防府 松富売店 ⾷品・⽣活⽤品販売

防府 味噌と醤油の醸造場 ⼀⾺本店 ⾷品・⽣活⽤品販売

防府 光浦醸造 ⾷品・⽣活⽤品販売

防府 みやび商店 ⾷品・⽣活⽤品販売

防府 Miw 美容・理容

防府 MOONCHILD アパレル

防府 村重⽯油店 植松給油所 その他⼩売

防府 村重⽯油店 中関給油所 その他⼩売

防府 村重⽯油店 ⼋王⼦給油所 その他⼩売

防府 メルシー ⾷品・⽣活⽤品販売

防府 ⽑利ミュージアムショップギャラリー舞⾐ 飲⾷業

防府 元町キッチンnobu 飲⾷業

ヤ⾏ 防府 焼⾁じゅうじゅう亭 飲⾷業

防府 ⼭⽥⽯油サービス 防府給油所 その他⼩売

防府 ⼭⽥⽯油サービス 防府⻄給油所 その他⼩売

防府 ⼭⽥⽯油サービス 防府東給油所 その他⼩売

防府 やまね寝装 その他⼩売

防府 ヤマモト乳業販売株式会社 ⾷品・⽣活⽤品販売

防府 ⼭本ふとん店 ⾷品・⽣活⽤品販売

防府 (有)清和 その他サービス

防府 有限会社家電のコバシ その他⼩売

防府 遊⾷酒家トレボーノ 飲⾷業

防府 ユニクロ防府店 その他⼩売
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

ア⾏ 下松 ⻘い⻨ 飲⾷業 下松 ヘアーサロンなかぞの 美容・理容

下松 az ゆめタウン下松店 アパレル マ⾏ 下松 まねき猫や その他⼩売

下松 attache +ONE 美容・理容 ヤ⾏ 下松 やきとり屋河上 飲⾷業

下松 アプローズ 飲⾷業 下松 焼⾁とーがらし 飲⾷業

下松 エシャロット 飲⾷業 下松 ⼭⼀ ⾷品・⽣活⽤品販売

下松 オリエンタルコーヒー 飲⾷業 下松 ヤマウチスポーツ その他⼩売

カ⾏ 下松 果⼦乃季下松店 ⾷品・⽣活⽤品販売 下松 ⼭⽥⽯油サービス 下松宮前給油所 その他⼩売

下松 果⼦乃季サンリブ店 ⾷品・⽣活⽤品販売 下松 ⼭⽥⽯油サービス 松星苑前給油所 その他⼩売

下松 KAWANOビューティーサロン周南店 美容・理容 下松 有限会社 朝⽇屋 ⾷品・⽣活⽤品販売

下松 ギフトギャラリーオズ下松瑞穂店 その他⼩売 下松 有限会社ほうえい堂下松本店 ⾷品・⽣活⽤品販売

下松 Cuore 飲⾷業 ラ⾏ 下松 リストランテ ソリッゾ 飲⾷業

下松 くだまつ健康パーク レジャー 下松 ロゼッタ下松 飲⾷業

下松 くだまつスポーツセンターアルバトロスゴルフ練習場 レジャー ワ⾏ 下松 ONE'S hair 美容・理容

下松 くだまつスポーツセンターくだまつボウル レジャー

下松 くだまつパブリックゴルフ レジャー

下松 Green 飲⾷業

下松 グリムランド下松本店 その他⼩売

下松 グルメロード安⽥ ⾷品・⽣活⽤品販売

下松 CrossLand周南 その他⼩売

下松 珈琲倶楽部bears 飲⾷業

下松 ごちそうからあげ維新 飲⾷業

サ⾏ 下松 SUCCESS その他サービス

下松 さくら 飲⾷業

下松 サンピット下松 その他⼩売

下松 シャトレーゼ下松店 その他⼩売

下松 シュクルヴァン下松店 ⾷品・⽣活⽤品販売

下松 旬菜ダイニング杏ʼs 飲⾷業

下松 笑酎屋 ぶにせ 飲⾷業

下松 すすめヴァイキング徳⼭東店 飲⾷業

下松 setouchi&cotton その他⼩売

タ⾏ 下松 第⼀飯店 飲⾷業

下松 種⽥家具ZakkaShop&下松店 その他⼩売

下松 中国家庭料理謝謝 飲⾷業

下松 鉄網ダイニング雅味 飲⾷業

ナ⾏ 下松 のん太鮨下松店 飲⾷業

ハ⾏ 下松 ハイボールバーオーク 飲⾷業

下松 PATIOʼ 美容・理容

下松 華のうつわ 飲⾷業

下松 PiPoPa下松店 その他⼩売

下松 ビューティサロン ユリコ 美容・理容

下松 美容室 RAKU hair 下松 美容・理容

下松 ファミリーマート下松末武店 ⾷品・⽣活⽤品販売

下松 ファミリーマート下松平⽥店 ⾷品・⽣活⽤品販売

下松 ファミリーマート下松瑞穂町⼀丁⽬店 ⾷品・⽣活⽤品販売

下松 PRIVATE SPACE COTO 美容・理容

下松 富⼠商（株）セルフくだまつ給油所 その他⼩売

下松 hair salon uru 美容・理容

下松市
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

ア⾏ 岩国 i.s quality of life 美容・理容 岩国 錦南 飲⾷業

岩国 朝⽇屋クリーニング その他サービス 岩国 GLAMDEEPLY 美容・理容

岩国 ａｍｂｉｅｎｔｅ 飲⾷業 岩国 グリーンリッチホテル岩国駅前 旅館・ホテル

岩国 イエローハット周東店 その他⼩売 岩国 グリルステーキと鉄板鍋 てつまる 飲⾷業

岩国 イエローハットトレッド岩国店 その他⼩売 岩国 K's Kitchen 飲⾷業

岩国 イエローハットトレッド南岩国店 その他⼩売 岩国 光⾵堂 飲⾷業

岩国 イエローハット南岩国店 その他⼩売 岩国 コヤマ株式会社 その他⼩売

岩国 イタリアン居酒屋 FUKUOKA 飲⾷業 岩国 ⼩料理なかの 飲⾷業

岩国 ⼀聲 飲⾷業 サ⾏ 岩国 さくら亭、ダンフェルロシュロー 飲⾷業

岩国 岩国 ⾵⽉堂 飲⾷業 岩国 サラダ館いわくに川下店 渡辺商店 その他⼩売

岩国 岩国 焼⾁ じゅうじゅう亭 飲⾷業 岩国 三四郎 飲⾷業

岩国 岩国 焼⾁ ⾷道園 飲⾷業 岩国 CPE電通テクノ株式会社 その他⼩売

岩国 岩国アンデルセン その他⼩売 岩国 シゲオカスポーツ その他⼩売

岩国 岩国四川飯店 飲⾷業 岩国 彩温菜苑 しゃぶ仁 飲⾷業

岩国 岩国プラザホテル 旅館・ホテル 岩国 シュン アパレル

岩国 岩国縁家 飲⾷業 岩国 ⽩⽊家電ガス株式会社 その他⼩売

岩国 うえもり 飲⾷業 岩国 ⽩為旅館 旅館・ホテル

岩国 ⿂錦 飲⾷業 岩国 末岡旅館 旅館・ホテル

岩国 ⿂処 いつき 飲⾷業 岩国 StudioCheer その他サービス

岩国 宇兵衛 川下店 飲⾷業 岩国 スタンド⽇原 飲⾷業

岩国 aging care salon cee 美容・理容 岩国 スナックHATENA? 飲⾷業

岩国 ESOLA岩国店 飲⾷業 岩国 炭⽕ダイニング朔 飲⾷業

岩国 エディオン玖珂店 その他⼩売 岩国 select-beauty 美容・理容

岩国 M Gradation その他⼩売 岩国 SORA その他サービス

岩国 M'sダイニング 剣研挑来 飲⾷業 タ⾏ 岩国 中央整⾻院 S-missionn 美容・理容

岩国 エムラ岩国店 アパレル 岩国 中華園 飲⾷業

岩国 All Gender Bar RAINBOW 飲⾷業 岩国 展望市場 橋の駅 錦帯茶屋 飲⾷業

岩国 おかもと商店 その他⼩売 岩国 トータルボディケアサロンLa vie fine その他サービス

岩国 お⾷事処おかざき 飲⾷業 岩国 トラットリア チンクエ ポンテ 飲⾷業

岩国 お⾷事処どうとん 飲⾷業 岩国 鶏焼⾁ それっちゃ 飲⾷業

カ⾏ 岩国 果⼦乃季岩国店 ⾷品・⽣活⽤品販売 ナ⾏ 岩国 中久亭 飲⾷業

岩国 果⼦乃季玖珂店 ⾷品・⽣活⽤品販売 岩国 錦果楼 ⾷品・⽣活⽤品販売

岩国 果⼦乃季南岩国店 ⾷品・⽣活⽤品販売 岩国 のん太鮨岩国店 飲⾷業

岩国 果⼦乃季由宇店 ⾷品・⽣活⽤品販売 ハ⾏ 岩国 BAR RASCALS 飲⾷業

岩国 花⿃⾵⽉ 飲⾷業 岩国 Bar Stance 飲⾷業

岩国 Café Dining Rukka COFFEE 飲⾷業 岩国 はちみつ⾷を考えるお店 ビ庵 ⾷品・⽣活⽤品販売

岩国 カフェテリアコスモス 飲⾷業 岩国 花千堂 その他⼩売

岩国 株式会社 ⽩⽯⽊材店 その他⼩売 岩国 花と緑のお店くにきよフジグラン岩国店 その他⼩売

岩国 カラオケの森岩国店 その他サービス 岩国 花と緑のお店くにきよ丸久川⻄店 その他⼩売

岩国 菊屋酒店 その他⼩売 岩国 花と緑のお店くにきよゆめタウン南岩国店 その他サービス

岩国 季節料理喜代 飲⾷業 岩国 浜誉 飲⾷業

岩国 キッチン ことれっと 飲⾷業 岩国 原⽥理容室 美容・理容

岩国 キャット 飲⾷業 岩国 ビストロしょこら 飲⾷業

岩国 キングスカフェ シンフォニア岩国店 飲⾷業 岩国 美髪アエル 美容・理容

岩国 錦帯橋温泉 岩国国際観光ホテル 旅館・ホテル 岩国 ⽩法⼭ 飲⾷業

岩国 錦帯橋カフェわたぼうし 飲⾷業 岩国 美容室チェリーブロッサム 美容・理容

岩国 錦帯橋DINING桜 飲⾷業 岩国 広兼塾 その他サービス

岩国市
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岩国 FamilleCafe 飲⾷業

岩国 ⾵林⽕⼭ 飲⾷業

岩国 ふじおか⽂具店 その他⼩売

岩国 双葉園 その他⼩売

岩国 双葉園 平⽥⽀店 その他⼩売

岩国 フタバスポーツ その他⼩売

岩国 THE BROCCOLI GRILL 飲⾷業

岩国 Hair a-Boo 美容・理容

岩国 ヘアープロデュース髪切屋 美容・理容

岩国 ベルダ由宇SS その他⼩売

岩国 牡丹園 飲⾷業

岩国 ホテルトレンド岩国 旅館・ホテル

岩国 ホライズン 飲⾷業

マ⾏ 岩国 巻き酒場 くるり家 飲⾷業

岩国 松村⽯油 ⾼森ss その他⼩売

岩国 マルシン薬品部 化粧品部 その他⼩売

岩国 村重酒造株式会社 その他サービス

岩国 Making Body 美容・理容

岩国 名物⾺刺とちりとり鍋 がってん承知之助 飲⾷業

岩国 麺場ぁたつ家 飲⾷業

岩国 mon ange cherie 美容・理容

ヤ⾏ 岩国 安村⾃動⾞販売 その他サービス

岩国 ⼭⽥⽯油サービス 玖珂給油所 その他⼩売

岩国 やまや 飲⾷業

岩国 有限会社⻄村商店 その他サービス

岩国 有限会社森⽥⾃動⾞ その他⼩売

岩国 有限会社⼭中 岩国店 その他⼩売

岩国 有限会社涌喜寝具装飾店 その他⼩売

岩国 よしだ新館 飲⾷業

ラ⾏ 岩国 らーめん両さん. 飲⾷業

岩国 両国弥栄 飲⾷業

岩国 料亭・旅館 半⽉庵 旅館・ホテル

岩国 料理百景 花善 飲⾷業

岩国 耀癒 アパレル

岩国 Le coin 飲⾷業

岩国 Le coin stand 飲⾷業

岩国 レイクプラザやさか 飲⾷業

岩国 レストハウスたんぽぽ 飲⾷業

岩国 レストハウスレモン 飲⾷業

ワ⾏ 岩国 Yʼs cafe 美容・理容

岩国 ワインバーアペラシオン 飲⾷業

岩国 和⾷かねこ 飲⾷業
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ア⾏ 光 アステールおかむら その他⼩売 光 藤村産業㈱ その他⼩売

光 網重⽔産株式会社 その他⼩売 光 B.L.A.U 美容・理容

光 Aroma branche 美容・理容 光 フラワーショップ エスト浅江店 その他⼩売

光 いまい電器 その他⼩売 光 フラワーショップ ビアンコ光井店 その他⼩売

光 エディオンひかり⼤和店 その他⼩売 光 ホテル松原屋 飲⾷業

光 エディオン室積店(有)ヨシイデンキ その他⼩売 光 保のか その他⼩売

光 オートガレージフジモト その他サービス 光 ほりたや アパレル

光 オートハンズ その他⼩売 マ⾏ 光 前⽥商店 ⾷品・⽣活⽤品販売

光 岡ちゃん 飲⾷業 光 三⾕薬品 その他⼩売

光 お侍茶屋彦右衛⾨ 光店 飲⾷業 光 みやもと 飲⾷業

光 お⾷事処 ⾵鈴亭⾦⿂ 飲⾷業 光 メガネの21光店 その他⼩売

光 温活リラクゼーションサロンあかり 美容・理容 光 守⽥家具 ⾷品・⽣活⽤品販売

カ⾏ 光 株式会社国可 その他⼩売 光 森の・ぞうすいやさん 飲⾷業

光 カグリエ その他⼩売 ヤ⾏ 光 焼⾁⽜太光店 飲⾷業

光 果⼦乃季浅江店 ⾷品・⽣活⽤品販売 光 ヤマウチスポーツ光店 その他⼩売

光 果⼦乃季光井店 ⾷品・⽣活⽤品販売 光 ⼭⽥⽯油サービス 光給油所 その他⼩売

光 ⾦坂商店 ⾷品・⽣活⽤品販売 光 （有）⽥原⽯油店 その他⼩売

光 株式会社おおつか その他サービス 光 よつば姿勢⾻盤整体院 その他サービス

光 ʼkino 飲⾷業 光 よろずや⼤和 その他サービス

光 筋⾁リミッター開錠術あしすと その他サービス 光 有限会社ワイ・エム・シー・インフォメーション その他⼩売

光 コスメプラザこうち 美容・理容 ラ⾏ 光 Lindo 美容・理容

サ⾏ 光 ⻄京酒場 萬天 光店 飲⾷業 光 Leather Quail その他⼩売

光 雑貨屋アリスカフェ その他⼩売 光 レディースツボイ光店 アパレル

光 サンピット光 その他⼩売

光 CPサロンアクター 美容・理容

光 七輪焼ホルモンえび壽 飲⾷業

光 シャトレ−ゼ光店 その他⼩売

光 旬炉 ⼭岡 飲⾷業

光 swallowhair+ 美容・理容

光 瀬⼾内花嫁たい焼き号 飲⾷業

タ⾏ 光 ダイワ⾃動⾞販売 その他サービス

光 たこやきまっちゃん 飲⾷業

光 ちどりだいにんぐ 飲⾷業

光 ツナグ⾃転⾞店 その他⼩売

光 つぼい室積本店 アパレル

光 ディーズガーデン その他⼩売

光 鉄板⾶⿓'s 飲⾷業

光 ドンク 飲⾷業

ナ⾏ 光 ⽇本料理かな久 飲⾷業

ハ⾏ 光 harvest アパレル

光 花と緑のお店くにきよイオン光店 その他⼩売

光 原⽥酒店 ⾷品・⽣活⽤品販売

光 原⽥時計宝飾店 その他⼩売

光 ＰＡＮＣＯＰＰＥ 飲⾷業

光 ⾶燕ʼsbar 飲⾷業

光 光ギフトセンター その他⼩売

光 ファミリーマート光浅江五丁⽬店 ⾷品・⽣活⽤品販売

光市
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ア⾏ ⻑⾨ art･centtier 美容・理容 ⻑⾨ なべ萬 飲⾷業

⻑⾨ 味平 飲⾷業 ⻑⾨ ⾁バル nikot 飲⾷業

⻑⾨ 東⾃動⾞商会 その他サービス ⻑⾨ にしじま家電ネットワーク その他⼩売

⻑⾨ あまのゆ 旅館・ホテル ⻑⾨ ノエビア⻑⾨第１販社 美容・理容

⻑⾨ 居酒錦屋 飲⾷業 ハ⾏ ⻑⾨ パーマハウスいわの 美容・理容

⻑⾨ いずせい本店 あんふぁん アパレル ⻑⾨ バイキングビレッジ北⻑⾨ 飲⾷業

⻑⾨ いそう庵 旅館・ホテル ⻑⾨ 花膳 飲⾷業

⻑⾨ 江⼾屋 飲⾷業 ⻑⾨ パナどっとサンデンキ三隅店 その他⼩売

⻑⾨ お菓⼦のアトリエシュー その他⼩売 ⻑⾨ 浜茶屋 三貴 飲⾷業

⻑⾨ お好み焼・鉄板焼 さつき 飲⾷業 ⻑⾨ ⽇出男商会 その他⼩売

⻑⾨ お⾷事処 よし松 飲⾷業 ⻑⾨ FUTAGO cafe 飲⾷業

⻑⾨ お⾷事処 花 飲⾷業 ⻑⾨ プチシャトーＡコープ店 ⾷品・⽣活⽤品販売

⻑⾨ お花のお届け便ハチ その他⼩売 ⻑⾨ ＢＲＩＤＧＥ アパレル

⻑⾨ 恩湯⾷ 飲⾷業 ⻑⾨ fleur縁 その他サービス

カ⾏ ⻑⾨ 海鮮村北⻑⾨ その他⼩売 ⻑⾨ ペパーミント 飲⾷業

⻑⾨ カフェ・レストラン360 飲⾷業 マ⾏ ⻑⾨ みうら 七輪焼 飲⾷業

⻑⾨ Cafe-Struggle 飲⾷業 ⻑⾨ 道の駅センザキッチン その他⼩売

⻑⾨ 株式会社 ⽥辺モータース 本社 その他サービス ⻑⾨ ミュージックステーション22 飲⾷業

⻑⾨ COLOR アパレル ⻑⾨ MUCHO 飲⾷業

⻑⾨ ⽡そば 柳屋 飲⾷業 ⻑⾨ 村岡湖⽉堂 仁三郎 飲⾷業

⻑⾨ 串焼き 菜彩 飲⾷業 ⻑⾨ 村⽥デンキ その他⼩売

⻑⾨ 国近商店 駅前店 その他⼩売 ⻑⾨ 守⽥モータース有限会社 その他サービス

⻑⾨ 個室串揚げえみもり 飲⾷業 ヤ⾏ ⻑⾨ 焼とり おひざもと 飲⾷業

⻑⾨ コスメ チャーム その他⼩売 ⻑⾨ 焼⿃ さくら⾷堂 飲⾷業

サ⾏ ⻑⾨ 境⽯油店 ⼈丸SS その他⼩売 ⻑⾨ 焼とりや ちくぜんセンザキッチン店 飲⾷業

⻑⾨ 酒のフロンティア⻑⾨店 その他⼩売 ⻑⾨ ⼭⽥⽯油サービス セルフ⻑⾨給油所 その他⼩売

⻑⾨ さわやどり。 飲⾷業 ⻑⾨ ⼭⽥⽯油サービス ⻑⾨給油所 その他⼩売

⻑⾨ しのはら美容室 美容・理容 ⻑⾨ ⼤和蒲鉾株式会社 その他⼩売

⻑⾨ 旬彩ダイニング ⾦の鈴 飲⾷業 ⻑⾨ Your Rose 美容・理容

⻑⾨ 寿司活⿂料理 千⽯ 飲⾷業 ⻑⾨ （有）今浦仏具店 その他⼩売

⻑⾨ 寿司はしもと 飲⾷業 ⻑⾨ 有限会社メンズ ショップイズミ アパレル

⻑⾨ スナック ラブ 飲⾷業 ⻑⾨ 有限会社 ⼭村豊華園 その他⼩売

⻑⾨ SNOWDRIPCOFFEE 飲⾷業 ⻑⾨ 有限会社サンライク その他サービス

⻑⾨ 03.name その他⼩売 ⻑⾨ 有限会社波多野⾃動⾞ その他サービス

⻑⾨ 千銀蒲鉾(株) ⾷品・⽣活⽤品販売 ⻑⾨ 油⾕湾温泉ホテル楊貴館 旅館・ホテル

⻑⾨ そば居酒屋たべ⼭ 飲⾷業 ⻑⾨ 油⾕湾温泉ホテル楊貴館⽇本酒バー 旅館・ホテル

タ⾏ ⻑⾨ Dining Bar Zen 飲⾷業 ⻑⾨ 油⾕湾温泉ホテル楊貴館売店 旅館・ホテル

⻑⾨ ⽴ち寄り湯 恩湯 その他サービス ラ⾏ ⻑⾨ LaLaフラン ⾷品・⽣活⽤品販売

⻑⾨ ⽥中家 飲⾷業 ⻑⾨ LaLaベーカリー 飲⾷業

⻑⾨ ちくぜん総本店 飲⾷業 ⻑⾨ Ripple【湯免ふれあいセンター店】 その他サービス

⻑⾨ つじギフト その他⼩売 ⻑⾨ ルモンド（LE MOND） ⾷品・⽣活⽤品販売

⻑⾨ TuK TuK Cafe 飲⾷業 ワ⾏ ⻑⾨ ワイズカフェ 飲⾷業

⻑⾨ トータルビューティサロン アイシス 美容・理容 ⻑⾨ 和多屋の⾥ その他⼩売

⻑⾨ ととろの⾥ 飲⾷業

⻑⾨ トリーネふかわ ⾷品・⽣活⽤品販売

ナ⾏ ⻑⾨ ⻑⾨サンデンタクシ− その他サービス

⻑⾨ ながと本陣 飲⾷業

⻑⾨市
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ア⾏ 柳井 旭⾃動⾞⼯業株式会社 その他サービス 柳井 美遊ミチル 美容・理容

柳井 at home dining&cafe largo 飲⾷業 柳井 ブックランド都野ゆめタウン店 その他⼩売

柳井 あなたの眠り相談所 丸信寝装 その他⼩売 柳井 ぶつだんの⼩林 柳井店 その他⼩売

柳井 アニバーサリーステージベルゼ 飲⾷業 柳井 ぶっとび亭 飲⾷業

柳井 アメリカンカジュアルクロージング TOP アパレル 柳井 ベルダ株式会社⼤橋給油所 その他⼩売

柳井 イエローハット柳井店 その他⼩売 マ⾏ 柳井 まことや ゆめタウン店 その他⼩売

柳井 ItonamiCafe 飲⾷業 柳井 ミートショップカワムラ その他⼩売

柳井 イブセン化粧品店 その他⼩売 柳井 村岡時計店 その他⼩売

柳井 インテルジュKUSAKA その他⼩売 柳井 めがね・補聴器・時計のタナカ その他⼩売

柳井 うまいもんや⿂好⼈ 飲⾷業 柳井 メガネサロン村岡 その他⼩売

柳井 AURORA FLOWER その他⼩売 柳井 メナード化粧品 柳井代⾏店 その他⼩売

カ⾏ 柳井 果⼦乃季総本店 ⾷品・⽣活⽤品販売 柳井 モードサエ アパレル

柳井 果⼦乃季ゆめタウン柳井店 ⾷品・⽣活⽤品販売 ヤ⾏ 柳井 ヤナイ園芸 その他⼩売

柳井 株式会社ボディーショップ秋森 その他サービス 柳井 やない⾦⿂ちょうちん本舗 その他⼩売

柳井 川崎鮮⿂神代店 ⾷品・⽣活⽤品販売 柳井 柳井グランドホテル 旅館・ホテル

柳井 きじや ⾷品・⽣活⽤品販売 柳井 柳井三和交通株式会社 その他サービス

柳井 ギャラリー＆ギフト アド その他⼩売 柳井 柳井洋菓⼦倶楽部 シェ・カワモト ⾷品・⽣活⽤品販売

柳井 Kirak 飲⾷業 柳井 やないろ 飲⾷業

柳井 grand-maman 柳井店 飲⾷業 柳井 (有)⽊阪賞⽂堂柳井中央店 その他⼩売

サ⾏ 柳井 サイクリング・サロン・ヒロシゲ柳井店 その他⼩売 柳井 有限会社⼤野屋 その他⼩売

柳井 さざん亭柳井店 飲⾷業 柳井 有限会社⼭中 ⻲岡店 その他⼩売

柳井 サンピット柳井 その他⼩売 ラ⾏ 柳井 LANDKARTE 飲⾷業

柳井 三和ガス株式会社 その他⼩売 柳井 リハビリ整体専⾨院整体やわらぎ その他サービス

柳井 しあわせギフト⼯房まつもと その他⼩売

柳井 GEEBA その他サービス

柳井 CPサロン・2HEART 美容・理容

柳井 仕出しのふじま柳井店 飲⾷業

柳井 シュクルヴァン柳井店 ⾷品・⽣活⽤品販売

柳井 シュシュ柳井店 ⾷品・⽣活⽤品販売

柳井 ⾷事処まつなが 飲⾷業

柳井 スタジオ シエル柳井 その他⼩売

柳井 制服のしらがね その他⼩売

柳井 制服のニシオ その他⼩売

タ⾏ 柳井 たかちゃん 飲⾷業

柳井 たまごっちゃ 飲⾷業

柳井 都野書店 本店 その他⼩売

柳井 T-two 美容・理容

柳井 鉄板居酒屋のろし 飲⾷業

柳井 Duo アパレル

ナ⾏ 柳井 ナイス 紳⼠服店 アパレル

柳井 ノゴローショップゆめタウン柳井店 アパレル

柳井 のん太鮨⼀丁⽬⼀番地柳井店 飲⾷業

ハ⾏ 柳井 1/2SWEETS ⾷品・⽣活⽤品販売

柳井 ばさら窯 ⾷品・⽣活⽤品販売

柳井 ＨＡＮＡＨＡＮＡちどりだいにんぐ 飲⾷業

柳井 美・cure 美容・理容

柳井 ひがしや菓⼦店 その他⼩売

柳井市
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ア⾏ 美祢 アトム電器 美祢店 有限会社 林電気 その他サービス

カ⾏ 美祢 観光会館安富屋 飲⾷業

美祢 キャビン 飲⾷業

美祢 きらら俱楽部 その他サービス

サ⾏ 美祢 酒のフロンティア美祢店 その他⼩売

美祢 仕出しのはらだ 飲⾷業

美祢 秋芳洞サービステーション その他⼩売

美祢 松鶴園 飲⾷業

美祢 寿司・割烹 静 飲⾷業

美祢 セルフ秋吉台南サービスステーション その他⼩売

ハ⾏ 美祢 ふくちゃん 飲⾷業

ヤ⾏ 美祢 安富酒店 その他⼩売

美祢 (有)秋芳コスモ その他⼩売

美祢 有限会社秋芳タクシー その他サービス

美祢 吉野モータース その他⼩売

ラ⾏ 美祢 ログキッチンぷらすわん 飲⾷業

美祢市
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

ア⾏ 周南 アオゾラテーブル 飲⾷業 周南 ⾷楽処かわ⻄ 飲⾷業

周南 アクセサリーSHOP ストーンズ その他⼩売 周南 ⼥性専⽤スタジオRayline その他サービス

周南 Applead周南店 その他サービス 周南 寿司 ⿂政 飲⾷業

周南 ALBERO 飲⾷業 周南 SNIP徳⼭ 美容・理容

周南 いけす・和⾷処 寿司やす 飲⾷業 周南 炭⽕串焼き やきとん 源太郎 飲⾷業

周南 居酒屋いっとく 徳⼭店 飲⾷業 周南 3grants 美容・理容

周南 居酒屋いっとく新南陽店 飲⾷業 周南 スワンクリーニング福川店 その他サービス

周南 居酒屋いっぷく平和通り店 飲⾷業 周南 SOFA その他サービス

周南 ⽯船温泉 憩の家 その他サービス 周南 SOFA&PRODUCTS その他⼩売

周南 イタリア⾷堂Bamboo 飲⾷業 周南 ⼤吉 桜⾺場通り店 飲⾷業

周南 ⼀福寿司 飲⾷業 タ⾏ 周南 ダイニング サンピエール（ホテルサンルート徳⼭） 旅館・ホテル

周南 ESOLA徳⼭店 飲⾷業 周南 ⽵本本店 ⾷品・⽣活⽤品販売

周南 NTAトラベル 周南⽀店 その他サービス 周南 ⽥原清⾹園茶舗 その他⼩売

周南 エバーグリーン 飲⾷業 周南 CHA CHA DO その他⼩売

周南 エムラ徳⼭店 その他⼩売 周南 中国料理敦煌 ⼭⼝周南店 飲⾷業

周南 エンピツ堂 その他⼩売 周南 TSUTAYAロックタウン周南店 その他⼩売

周南 沖縄料理ダルマ 飲⾷業 周南 津々浦々 飲⾷業

周南 オフハウス周南秋⽉店 その他⼩売 周南 天下⼀品周南店 飲⾷業

カ⾏ 周南 ガーデンレストラン メープルヒル 飲⾷業 周南 鶏そばカヲル 飲⾷業

周南 果⼦乃季熊⽑店 ⾷品・⽣活⽤品販売 周南 TRiNiTy hairdesign 美容・理容

周南 果⼦乃季新南陽店 ⾷品・⽣活⽤品販売 周南 tres F.B.C 飲⾷業

周南 果⼦乃季遠⽯店 ⾷品・⽣活⽤品販売 周南 丘の上の⼩さな酒舎 中嶋酒店 その他⼩売

周南 果⼦乃季徳⼭駅店 ⾷品・⽣活⽤品販売 ナ⾏ 周南 なかや化粧品店 その他⼩売

周南 果⼦乃季徳⼭店 ⾷品・⽣活⽤品販売 周南 ナチュラルスクラップ その他サービス

周南 果⼦乃季ゆめタウン新南陽店 ⾷品・⽣活⽤品販売 周南 のん太鮨周南店 飲⾷業

周南 果⼦乃季ゆめタウン徳⼭店 ⾷品・⽣活⽤品販売 ハ⾏ 周南 ハードオフ周南秋⽉店 その他⼩売

周南 株式会社 ナガミ その他⼩売 周南 Bicycle shop Nasty その他⼩売

周南 株式会社 美装 本社 その他サービス 周南 ⼋丁櫓 飲⾷業

周南 株式会社サンテックス その他サービス 周南 はつもみぢ ⾷品・⽣活⽤品販売

周南 株式会社みの幸 飲⾷業 周南 ballad アパレル

周南 株式会社 ムラシゲスポーツ その他⼩売 周南 ハローズ周南店 アパレル

周南 カン喜直売所 ⾷品・⽣活⽤品販売 周南 パン屋メル その他⼩売

周南 乾杯ニクノミコト 周南店 飲⾷業 周南 BEANS アパレル

周南 ⽜串とらまめともつ鍋こ⾖ 周南店 飲⾷業 周南 ビストロ四季⾳ 飲⾷業

周南 串カツ⽥中周南店 飲⾷業 周南 Beauty Studio O_Live 美容・理容

周南 クレイン徳⼭店 アパレル 周南 美容室 SHAMPOO 美容・理容

周南 神⼾唐から亭 周南店 飲⾷業 周南 ファミリーマート周南⼊船町店 ⾷品・⽣活⽤品販売

周南 Gauche 飲⾷業 周南 ファミリーマート周南梅園⼀丁⽬店 ⾷品・⽣活⽤品販売

周南 cocone goo （ここねぐ） 飲⾷業 周南 ファミリーマート徳⼭東インター店 ⾷品・⽣活⽤品販売

周南 コバック周南徳⼭店 その他⼩売 周南 ファミリーマート福川南町店 ⾷品・⽣活⽤品販売

周南 komolier NUA その他サービス 周南 プールジャム レジャー

サ⾏ 周南 さかえ 飲⾷業 周南 ふく処 快 飲⾷業

周南 栄ふく 飲⾷業 周南 富⼠商（株）カーケア徳⼭給油所 その他⼩売

周南 雑貨店NOICHI 徳⼭駅前店 その他⼩売 周南 ブックオフ周南秋⽉店 その他⼩売

周南 紫⽔園 旅館・ホテル 周南 フラワーショップ ビアンコ今宿店 その他⼩売

周南 仕出しのふじま周南店 飲⾷業 周南 フラワーショップ ビアンコ徳⼭中央店 その他⼩売

周南 じとっこ組合周南店 飲⾷業 周南 FleurParler その他⼩売

周南市
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周南 Flora INDIBA&ENVIRON salon 美容・理容

周南 ヘアーギャラリーサン 美容・理容

周南 HAIRest Loop×Loop 美容・理容

周南 防⻑建材株式会社 その他⼩売

周南 ポーライオンタウン周南久⽶店 その他⼩売

周南 Body Salon Bliss 美容・理容

マ⾏ 周南 道の駅ソレーネ周南 その他⼩売

周南 みやもと化粧品店 美容・理容

周南 メンタル・ボディケアサロンLAVISH 美容・理容

ヤ⾏ 周南 やきとり⼤吉遠⽯店 飲⾷業

周南 焼⾁ 牡丹峰 飲⾷業

周南 ⼭⽥⽯油サービス 徳⼭秋⽉給油所 その他⼩売

周南 ⼭⽥⽯油サービス 徳⼭城ケ丘給油所 その他⼩売

周南 ⼭⽥⽯油サービス 徳⼭新宿給油所 その他⼩売

周南 ⼭⽥⽯油サービス マルチステーション周南 その他⼩売

周南 ⼭本屋・サラダ館まどころ店 その他⼩売

周南 (有)⾹武堂 周南店 その他⼩売

周南 有限会社たなか⽯油 櫛ヶ浜給油所 その他⼩売

ラ⾏ 周南 ラウンジm 飲⾷業

周南 ラウンジ茅の 飲⾷業

周南 Loungeミレニアム 飲⾷業

周南 La cuore その他⼩売

周南 ラメール 美容・理容

周南 lampuu ランプ その他サービス

周南 Le Grand Ballon 飲⾷業

周南 RAVE 飲⾷業

周南 Restaurant OCEM 飲⾷業

周南 レンタックス その他サービス

周南 lotusleaf,circle,HeritageStore,LaSEN,GREEN アパレル

ワ⾏ 周南 和学塾 糀（こう）・糀町学習塾 その他サービス

周南 和だいにんぐ美やび 飲⾷業

周南 和⾵処鐘楼亭 飲⾷業
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

ア⾏ ⼭陽⼩野⽥ アームズ鍼灸整⾻院 その他サービス ⼭陽⼩野⽥ プラス・1/Chanti Classic アパレル

⼭陽⼩野⽥ 厚狭やきとりスタンド 飲⾷業 ⼭陽⼩野⽥ フラワーショップルミエ その他⼩売

⼭陽⼩野⽥ アップルベリー ⾷品・⽣活⽤品販売 ⼭陽⼩野⽥ ヘアーハーツ⼩野⽥店 美容・理容

⼭陽⼩野⽥ アンジェロ 美容・理容 ⼭陽⼩野⽥ Pois082 ⾷品・⽣活⽤品販売

⼭陽⼩野⽥ アンテナ ヘアーズ 美容・理容 マ⾏ ⼭陽⼩野⽥ ミスターバンブー その他サービス

⼭陽⼩野⽥ 居酒屋 憩いの場 飲⾷業 ⼭陽⼩野⽥ 村上旅館 旅館・ホテル

⼭陽⼩野⽥ ⼀倉洋品店 その他⼩売 ⼭陽⼩野⽥ 麺菜酒家らいち 飲⾷業

⼭陽⼩野⽥ ⾐類のお医者さん おべべ その他サービス ヤ⾏ ⼭陽⼩野⽥ 焼⿃⼀⼒ ⼩野⽥店 飲⾷業

⼭陽⼩野⽥ うどんの庄 住吉 飲⾷業 ⼭陽⼩野⽥ ⼭⽥⽯油サービス ⼩野⽥給油所 その他⼩売

⼭陽⼩野⽥ 海の家はら 飲⾷業 ⼭陽⼩野⽥ 有限会社宇部フイッシングセンター その他⼩売

⼭陽⼩野⽥ うらなや その他サービス ⼭陽⼩野⽥ 有限会社タイヤセンターニシムラ その他⼩売

⼭陽⼩野⽥ NTAトラベル おのだサンパーク⽀店 その他サービス ⼭陽⼩野⽥ ゆるり家 その他サービス

⼭陽⼩野⽥ ⼤⽯園茶舗 ⾷品・⽣活⽤品販売 ラ⾏ ⼭陽⼩野⽥ ラ・セサミおのだサンパーク店 その他⼩売

⼭陽⼩野⽥ オフハウス⼩野⽥店 その他⼩売 ⼭陽⼩野⽥ La Tierra 飲⾷業

カ⾏ ⼭陽⼩野⽥ 果⼦乃季厚狭店 ⾷品・⽣活⽤品販売 ⼭陽⼩野⽥ リフォーム⼯房森分⼯務店 その他サービス

⼭陽⼩野⽥ CAFÉ Legit 飲⾷業 ⼭陽⼩野⽥ le cocon料理⼯房 飲⾷業

⼭陽⼩野⽥ KIZMO 美容・理容 ⼭陽⼩野⽥ Regal 飲⾷業

⼭陽⼩野⽥ 餃⼦の福原 ⾷品・⽣活⽤品販売 ⼭陽⼩野⽥ レストラン ソル・ポニエンテ 飲⾷業

⼭陽⼩野⽥ グランシャリオ⼩野⽥本店 ⾷品・⽣活⽤品販売 ⼭陽⼩野⽥ レストラン&カフェポテト 飲⾷業

⼭陽⼩野⽥ グリムランドおのだサンパーク店 その他⼩売 ⼭陽⼩野⽥ れんげ草 その他サービス

⼭陽⼩野⽥ greniest 美容・理容 ⼭陽⼩野⽥ ローズガーデン 飲⾷業

⼭陽⼩野⽥ 幸太郎スポーツ ⼭陽⼩野⽥店 その他⼩売 ワ⾏ ⼭陽⼩野⽥ 若新 ⼩野⽥店 飲⾷業

⼭陽⼩野⽥ Cosmetics めかしや その他⼩売

サ⾏ ⼭陽⼩野⽥ 酒場ビッグ 飲⾷業

⼭陽⼩野⽥ スクールショップキタノ⼩野⽥店 アパレル

⼭陽⼩野⽥ スパゲティ＆ピザ ボーノ 飲⾷業

⼭陽⼩野⽥ スポーツショップいしべ その他⼩売

⼭陽⼩野⽥ セレクトショップ◇SpiralSteps◇ アパレル

タ⾏ ⼭陽⼩野⽥ DiningHARAYA 飲⾷業

⼭陽⼩野⽥ 地産馳⾛ ⾶寅 飲⾷業

⼭陽⼩野⽥ チャイルドハウスパレット アパレル

⼭陽⼩野⽥ 中国料理敦煌 ⼭⼝⼩野⽥店 飲⾷業

⼭陽⼩野⽥ DESSERT 飲⾷業

⼭陽⼩野⽥ DESSERT II 飲⾷業

⼭陽⼩野⽥ トロアメゾン その他⼩売

ナ⾏ ⼭陽⼩野⽥ ⽣餃⼦専⾨店らいち ⾷品・⽣活⽤品販売

⼭陽⼩野⽥ なわたの海苔屋中川店 ⾷品・⽣活⽤品販売

⼭陽⼩野⽥ なわたの海苔屋本店 ⾷品・⽣活⽤品販売

ハ⾏ ⼭陽⼩野⽥ happy aroum その他サービス

⼭陽⼩野⽥ 花のみせ ピゴラ⼩野⽥店 その他⼩売

⼭陽⼩野⽥ 浜のてんぷら屋 ⾷品・⽣活⽤品販売

⼭陽⼩野⽥ FASHIONLOUNGE PandR アパレル

⼭陽⼩野⽥ 富⼠⾃動⾞株式会社 その他⼩売

⼭陽⼩野⽥ 富⼠商（株）⼩野⽥稲荷町給油所 その他⼩売

⼭陽⼩野⽥ 富⼠商（株）⻄の浜給油所 その他⼩売

⼭陽⼩野⽥ ブックオフ⼩野⽥店 その他⼩売

⼭陽⼩野⽥ ブライダル優美 その他サービス

⼭陽⼩野⽥市
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地区 募集店舗名 業種

ア⾏ 周防⼤島 ⼤島本陣茶屋 飲⾷業

周防⼤島 お侍茶屋彦右衛⾨ ⼤島本店 飲⾷業

カ⾏ 周防⼤島 果⼦乃季⼤島店 ⾷品・⽣活⽤品販売

周防⼤島 Café de Costa Rica 飲⾷業

周防⼤島 Grand Cafe SEA BREEZE 飲⾷業

周防⼤島 グリーンガーデン 飲⾷業

周防⼤島 グリーンステイながうら 旅館・ホテル

周防⼤島 Kマート その他⼩売

周防⼤島 ゲストハウス HOSHI-KAZE 旅館・ホテル

周防⼤島 ゲストハウス奈々々萌 旅館・ホテル

サ⾏ 周防⼤島 しあわせみかん その他⼩売

周防⼤島 せとうちつなぐキッチン 郷の家 旅館・ホテル

周防⼤島 せとうちつなぐキッチン 郷の離れ 旅館・ホテル

周防⼤島 瀬⼾内花嫁たい焼き ⼤島店 飲⾷業

タ⾏ 周防⼤島 千⿃本店 旅館・ホテル

ハ⾏ 周防⼤島 ＰＡＮＣＯＰＰＥ⼤島店 飲⾷業

ヤ⾏ 周防⼤島 野菜Restaurant Valo 飲⾷業

ラ⾏ 周防⼤島 ⻯崎温泉ちどり 飲⾷業

地区 募集店舗名 業種

カ⾏ 上関 カフェレストラン瀬⾥家 飲⾷業

ヤ⾏ 上関 有限会社 沖⽥電機 その他⼩売

地区 募集店舗名 業種

ア⾏ ⽥布施 居酒屋ムタ 飲⾷業

⽥布施 居酒屋和居2 飲⾷業

⽥布施 エディオン むらかみデンキ その他⼩売

⽥布施 美味しいパンの店yamaguchi 飲⾷業

⽥布施 お茶の(有)辻梅⾹園 ⾷品・⽣活⽤品販売

カ⾏ ⽥布施 懐⽯料理ほりを 飲⾷業

⽥布施 克本店 飲⾷業

⽥布施 株式会社 ⼭崎⽯油 その他⼩売

サ⾏ ⽥布施 サンピット⽥布施 その他⼩売

⽥布施 寿司満 飲⾷業

ハ⾏ ⽥布施 ファミリーマート⽥布施⿇郷 ⾷品・⽣活⽤品販売

⽥布施 フラワー・フレンド ⾷品・⽣活⽤品販売

⽥布施 フラワーショップ エスト⽥布施店 その他⼩売

⽥布施 ヘアースペース ジヴォーイ 美容・理容

⽥布施 ベーカリーショップ レザンジュ ⾷品・⽣活⽤品販売

ヤ⾏ ⽥布施 ⼭⽥⽯油サービス ⽥布施給油所 その他⼩売

周防⼤島町

上関町

⽥布施町
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地区 募集店舗名 業種

ア⾏ 平⽣ AUTOLAND タイヤワールド その他⼩売

カ⾏ 平⽣ 果⼦乃季平⽣店 ⾷品・⽣活⽤品販売

平⽣ (株)⽊本天狗屋 その他⼩売

平⽣ 株式会社平⽣⾃動⾞ その他⼩売

平⽣ 合同会社DEN ⾷品・⽣活⽤品販売

平⽣ コゼット平⽣店 アパレル

サ⾏ 平⽣ サンピット平⽣ その他⼩売

平⽣ シーサイドホテル上関 旅館・ホテル

平⽣ スイートリッチ 美容・理容

平⽣ すし⽇和 平⽣店 飲⾷業

平⽣ 鮮⿂⼩売ふじた・⼩料理ふじた 飲⾷業

ナ⾏ 平⽣ ⻑尾⾦物店 その他⼩売

平⽣ ニシムラデンキ その他⼩売

ハ⾏ 平⽣ 花と緑のお店くにきよアルク平⽣店 その他⼩売

平⽣ ブーランジェリーミキ その他⼩売

ヤ⾏ 平⽣ 有限会社 オカダ⽯油 その他⼩売

平⽣ 有限会社カーアシスト・吉⽥ その他⼩売

平⽣ よなみや薬局 その他⼩売

地区 募集店舗名 業種

ア⾏ 阿武 エディオン阿武店 その他⼩売

平⽣町

阿武町


