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㈲アンドウセンイ こだわり丼の店サカエ ドラッグセイムス志摩阿児店 ㈲弁天荘 JA伊勢　甲賀生鮮店舗

イエローハット鵜方店 コメリハード＆グリーン鵜方店 ㈲中島米穀 ホームセンター　ビッグワン JA伊勢　立神生鮮店舗
イオンリテール㈱イオン阿児店 彩電館ナカヤ ㈲中村紙店 ポーラ化粧品　たま営業所 JA伊勢　安乗経済店舗

居酒屋大島 彩電館　ヒルタ なかや ポーラ化粧品　とばしま営業所 JA伊勢　阿児東経済店舗

磯っ子 ㈲坂口石油 ㈱ナカミチ ㈱ホンダカーズ伊勢志摩 インデアンコーン阿児店

㈲稲葉テレビサービス （有）作田書店 ナチュラルショップ　ミント ほんわ家 旬菜デリカ　バナナリーフ

イワジン真珠㈲ 酒やビック阿児店 西松屋チェーン志摩鵜方店 マックスバリュ鵜方店 ハニーズ
エディオン志摩店 酒やビック志摩店 ㈲ハナコー生花 松本石材　阿児店 かんひちや薬局　鵜方店

オートバックス・志摩鵜方 さとなか寿し 花の里　ふぁみりぃ ㈲丸中鮮魚 かんひちや薬局　甲賀店

岡崎商店 潮騒 ㈲花屋敷 (有)丸保商店 ファミリーマート志摩鵜方道店

お菓子職人　おとべ ㈲志摩大黒 はまぐち理容 三重近鉄タクシー㈱鳥羽・志摩営業所 ファミリーマート志摩鵜方駅西店

岡山自動車鈑金塗装 志摩タイヤサービスセンター 浜長商店 三津子美容園 ファミリーマート志摩阿児道店

osteria Jam 志摩マリンランド 檜扇荘 ㈱みなべ建設 (有)花の碧花園
お食事処べんけい しろごしや 東山物産 ㈲ムカイスポーツ ㈱牛清
かいほう 鮨 暁 美容室　新化論 ㈲ムツミ商会 近鉄賢島カンツリークラブ

賢島エスパーニャクルーズ（あご湾遊覧） スピック サロン スマイル 美容室T.K HEART LAND メガネサロンハシヅメ みやぎ野
賢島宝生苑 ㈲寿美家具店 ファッション　ニシザキ モスバーガー志摩店 トスカーナ
菓匠たばね庵　志摩鵜方店 隅甚酒店 ファッションスペース　オクヤマ　鵜方店 焼肉　呼子
㈲カネカ 大久石油店 ファミリーマート近鉄鵜方駅改札外橋上店 山喜水産
カレーハウスCOCO壱番屋三重阿児町店 立神真珠養殖漁業協同組合 ファミリーマート近鉄賢島駅改札外店 山﨑屋
㈲河井ファーム肉よし たこのすけ ファミリーマート志摩赤松ｹ谷店 山本サッシ
ＫＡＮＰＡＩ　ＩＳＥＳＨＩＭＡ ㈱長太屋　鵜方店 ファミリーマート志摩うがた店 ㈲山本石油店
喜久政精米所 松阪牛肉亭　長太屋 ファミリーマート志摩国府の浜店 芳カツ亭
ぎゅーとらラブリー鵜方店 ちりめん亭しま店 ファミリーマート志摩こうか店 芳森真珠店
クインテッサホテル伊勢志摩 DEAR DANDY フードセンタースギモト ＲＥ楽X megood
㈲クエスト 手打ちうどんあこや プティレストラン宮本 レストランまつむら
グリルボンネ ㈱テクノプール ブックハウス中岡 レディース＆Ｍまえだ
京城鵜方店 てっちゃん　 ブティックパンドール ローソン志摩鵜方西店

ケーズデンキ阿児店 Dog Salon Queue～クゥー～ ㈱プライム ローソン志摩総合庁舎前店

ココカラファイン阿児店 ドラッグセイムス鵜方金谷店 Hair Ｇａｒｄｅｎ Ｎ．Ｙ JA伊勢　阿児経済グループ

逢阪写真店 サニー理容 パルケエスパ-ニャ ㈲旅館橘 ファミリーマート磯部バスセンター店

あじへい磯部店 シマデンカ磯部 ひまわりの湯 リカーちゃのみ ファミリーマート磯部恵利原店

たいやきわらしべ ㈲新田屋 ホテル志摩スペイン村 やまこう商店 ファーマライズ薬局　磯部店

焼肉六福 ステーションホテル磯部 ファッションスペース　オクヤマ　磯部店 山京石油店
Angie 志摩店 スーパーセンターPLANT志摩店 ファミリーマート志摩磯部店 ㈲ヤマジ園芸
伊勢志摩みやげセンター王将道の駅店 ㈲竹内餅店 Hotel＆ResortsISE-SHIMA 山本ストアー
WOODY SOUTH ㈲とばや薬局 松本石材　磯部本店 JA伊勢　あぐり川辺店
介護と福祉のお店　ほうわ NARUMI Factory Shop 三重交通商事㈱志摩スペイン村前営業所 ファーマライズ薬局　恵利原店

コスモスベリーズ志摩店 農業屋志摩店 ㈲向原石油 川うめ
コメリハード＆グリーン磯部店 はたき米店 餅喜商店 ファミリーマート志摩パールロード店

㈲井倉屋 菓子工房　シマヤ 志摩きらく荘 ファミリーマート志摩和具店 かんひちや薬局　越賀店

五十鈴商店 ぎゅーとらラブリー志摩店 新太屋商店 フラワーショップきちべ 京城　志摩店
一番亭志摩店 けんざん薬局　さきしま店 ㈱長太屋　和具店 フラワーショップほりぐち 伊吹自動車工業
伊藤薬局 けんざん薬局　志摩店 チューリップの店　小川商店 ㈲べんのや酒店
ウニヤ理美容室 けんざん薬局　和具店 鳥里 マツヤデンカ
大木石油 ココカラファイン志摩店 浜口屋 メデリン珈琲店
オオグチ写真館 コメリハード＆グリーン志摩店 美容室ミート JA伊勢　あぐり志摩店
おしゃれ衣料　タケヤ Ciel(シエル) ファミリーマートしま片田店 北井電器

あづま商店 真珠の店　あらふら丸 ファミリーマート大王あぜな店 民宿　珠 ローソン志摩大王町畔名店

池田家具 大黒屋製菓 ㈲福永自動車 ㈱ヤマザキ JA伊勢　あぐり小坂店
㈲カークライエント　シロヤマ 田中電化商會 ブティック町 山野自動車サービス
㈲カネ角商店 ぢがみや旅館 ㈲文岡電器大王店 ゆめみらいWeb
Cafe.C.C ㈲中武石油 ホテル＆レストラン　槇之木 リカーショップおかよし
ぎゅーとら波切店 pablo ㈱ホンダカーズ伊勢志摩 大王店 リカーショップトミヤ
くすりのヤマジ 浜政丸商店 ㈲松正建設 龍王閣
㈱光栄電機商会 林州啓建築設計事務所 まるてん㈲ ㈲龍宮
㈱坂下工務店 干物・丸干の角助屋 ㈲美志磨 (有)六助

アコ美容室 オオニシエネルギー浜島給油所 (有)甚よま餅店 フラワーショップおかもと ㈲八百竹商店
磯料理ヨット カラオケ・BBQ　ごらく スポーツショップ　クラブハウス 松尾印刷 かんひちや薬局　南張店

いづみ商店 銀の屋 竹風 マリ美容室 ファミリーマート志摩浜島町店

魚和商店 くすや商店 電化のヤマザキ まるじん本舗 近鉄浜島カンツリークラブ

江戸屋 ㈲コクボ・オート 時計・メガネのシバハラ 丸吉商店
ｴﾑ･ｽﾃｯﾌﾟ シマデンカ浜島 坂のうえ なかにし電工 万助屋化粧品店
大木薬局　浜島店 シーサイドホテル　鯨望荘 民宿中井荘 三重電化社
オオニシエネルギー汐見成給油所 ㈱志摩地中海村 ㈲肉の喜多家 味幸
オオニシエネルギー南張給油所 城山商店 浜島サンワ薬品 ㈲宮柴水工
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