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■逍雲堂美術館……………… 25

■Nail by Sourire… …………… 5

■から揚げ まるから亭… ……… 50

■昭和女子屋台Lab…………… 22

■ヒーリングサロン ねこねこ……… 7

■ヘアーサロン 丸善… ………… 38

■末次木工所………………… 28
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■肴菜厨房 みちる… …………… 38

■すすめ！オーダーヴァイキング 宇部店… 8

■パークレーン宇部………… 40

■天然酵母パン むくの木… …… 48

■写真館 スタジオ ヒロ………… 34

■BAIYA… …………………… 19

■石臼挽き手打そば処 武蔵野… … 23

■ステーキハウス K… ……… 10

■量り売り専門店Ｆ………… 35

■メイシャンBODYレッスン…… 43

■ガレージコトシバ 宇部インター店…… 35

■買い物代行・同行サービス スマイル…… 12

■はくのや米穀店…………… 34

■Maybe Tomorrow………… 18

■川口順克堂………………… 33

■西部環境サービス…………… 8

■山とアウトドアの店 ハックルベリー…… 12

■メガネのクロカワ………… 44

■宇部葬典社………………… 38

■KAWANO ビューティーサロン…… 8

■地元の酒と魚とお肉 勢とら… … 20

■自然食品館 春… ……………… 24

■メディカルケア・カイロ宇部…… 28

■青葉 小串店…………………… 12

■宇部中央自動車学校……… 34

■きくや……………………… 12

■趣味のきもの 千粋… ………… 19

■パルホーム………………… 46

■Spice Bar Melissa… ……… 16

■青葉 琴芝本店… ……………… 34

■エアリス（CELA水）…………… 36

■きむら食堂………………… 25

■洗濯屋 yamada… ………… 33

■ピアノ イン ステラ………… 32

■インド・ネパール料理 メルバニ…… 15
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■エイゼン商会……………… 27

■cafe&bar GyaAtee… ……… 23
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■BEWITCH…………………… 15

■モスバーガー 宇部インター店…… 35

■アクアハウス トロピクス… … 50

■explore エクスプローア… ………… 7

■GALAXY ふくなが………… 25

■縫物の店 たーたん… ………… 39

■美髪クリニック 宇部店……… 47

■モスバーガー 宇部厚南店………… 7

■ロボット教室 アクシオン… … 28

■エステルーム Clear… …………… 44

■共営社 キャンパス本店… … 33

■コリアンキッチン 大将軍……… 27

■BISTRO NAO……………… 11

■百田………………………… 20

■朝日土地建物……………… 14

■casual bar ESPOIR………… 21

■京屋書店…………………… 14

■田中時計店………………… 15

■ピタットハウス 宇部店……… 10

■モランボン………………… 47

■Ajisu farm… ……………… 32

■脱毛エステ ESPOIR… ……… 27

■くすりのビビ……………… 41

■田辺仏具本店……………… 26

■気軽な中華屋さん 火ノ丸……… 16
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■やなぎだ化粧品店………… 11
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■宇部市総合福祉会館食堂部…… 33

■華洛 山口宇部店… …………… 17

■アートおかもと…………… 26

■宇部市民活動センター…… 25

■愛着 キナリハウス… ……… 19

■宇部スポーツ整骨院………… 5

■ふくろうカフェ アウルの城…… 21

■アップル車検 宇部… ……… 41

■花ひろば EVERGREEN… … 32

■くにみつカイロプラクティック…… 47

■メディカルエステ 暖都巣……… 23

■吹上堂……………………… 21

■アニュー 宇部… …………… 22

■FMきらら…………………… 25

■クニモト印判店…………… 16

■中央商会…………………… 33

■FUKUNAGA… ……………… 9

■ペットショップ矢野橋 フジグラン宇部店…… 41

■びばCaFe Ayameno………… 15

■エルマン洋服店…………… 32

■手作りジェラート専門店 クラキチペリカンレーベル…… 13

■洋風居酒屋 知路留の舘… …… 15

■private studio Ａ… ………… 7

■新古美術 山口県美商… ……… 40

■アルソア化粧品千寛 宇部サロン…… 12

■Enn Cafe…………………… 30

■モテ肌脱毛 grande…………… 46

■ジュエルサロン ツネミ………… 30

■Hair Resort by FLAFLA… … 43

■サイクルセンター やまさき…… 11

■Eveたちの部屋……………… 45

■炉ばた 炎月…………………… 18

■Glycines グリシーヌ………… 10

■津村米穀店………………… 44

■プランタン 宇部店…………… 41

■やまさき美容室…………… 39

■イグアルコーヒー………… 37

■大空紙店…………………… 24

■salon GLOW… …………… 19

■good communication bar twenty one…… 20

■FRIGO… …………………… 15

■Outside foods market やまと屋！ 其の二…… 14

■パン屋さん＆八百屋 いこい… … 32

■OH! CHICKEN… ………… 30

■月香園……………………… 32

■東京屋クリーニング まるき空港通り店…… 42

■Princess TORAYA… …… 21

■UNITY YARD……………… 23

■イシイバレエ……………… 14

■AUTOACE… ……………… 46

■焼肉 広州………………………… 6

■トータル・ボディ・サポート…… 46

■みそ膳らーめん 古殿屋………… 49

■ゆらり……………………… 31

■洋風和食堂1Z3 イズミ………… 22

■岡﨑サッシセンター……… 38

■GO.GO.HAIR… …………… 40

■トータルリペア 岡本… …… 49

■ブロンズ美容室…………… 26

■吉村そろばん教室…………… 5

■オリジナル食堂ラーメン １・９亭 梶返店…… 44

■お菓子のピエロ…………… 49

■虎月堂 本店… ……………… 10

■ジュエリー &ブライダルギャラリー トキワ…… 29

■BAKER'S BASE……………… 6
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■CAFE & DINING ichigo……… 22

■岡商店……………………… 26

■KOGETSUDO 南浜店… … 40

■常盤町1丁目スマイルマーケット TOKiSMA…… 30

■焼肉韓国料理 白虎児… ……… 35

■La’ ahana ラアハナ… ……… 37

■すし酒場 一代目 豊…………… 16

■YAOYA オガタ屋… ………… 31

■COCOLAND… …………… 45

■十時屋（とときや）…………… 10

■紅屋コスメティックスタジオ…… 26
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■中華そば一久 川上店…………… 36
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■ConaCafe（粉なカフェ）………… 17

■豊田ていねい堂畳店……… 27

■ベラミアネックス………… 13
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■小川蜜カス本舗…………… 40

さ行
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■ベラミ美容室……………… 29

■ライフページナガタニ…… 49
■ラクシュミー……………… 16

■中華そば一久 新川店…………… 19

■めがね とけいは おくたき… … 14

■CyLS サイルス… …………… 49

■長江眼鏡店………………… 22

■ポーラエステイン凛……… 45

■中華そば一久 西岐波店………… 48

■おらが村の赤ちょうちん…… 20

■サカイ地産………………… 36

■永田自動車商会…………… 42

■POLA THE BEAUTY 宇部店…… 29

■バウムクーヘン＆カフェ ラ・クチーナ…… 23

■中華そば一久 東岐波店………… 50

■オリエントタクシー……… 13

■レディース鍼灸サロン さとうのいえ…… 8

■中村タイヤ商会……………… 7

■ポーラザビューティ 山口大学病院前店…… 11

■ラベンダーヘアハウス…… 23
■画廊らうんじ 蘭燈… ………… 30

■中華そば一久 岬店… ………… 41

■Owariya café………………… 5

■里実屋 さとみのや… …………… 6

■永山本家酒造場…………… 37

■犬の美容院 ポチ… …………… 44

■井上広美社………………… 39
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■インドレストラン サンジワニ…… 6

■何ここ？マーケット！ 厚南店…… 6

■補聴器センター中央……… 31

■靴とかばんの修理工房 リペアジャパン…… 34

■English 4 U!… …………… 43

■ガーデンほのか……………… 5

■酒トもも焼 雷鶏… …………… 16

■何ここ？マーケット！ 港町店…… 38

■餃子工房 穂満… ……………… 11

■リンガーハット 山口宇部店… 34

■Venere ヴェーネレ……………… 8

■カーブス フジグラン宇部……… 41

■しあわせのランプ………… 21

■お好み焼き なには… …………… 9

■MKスタジオ ホワイト………… 17

■りんりん…………………… 27

■ヘアサロン ウエノ… ………… 33

■開華園……………………… 43

■Cafe&Dining Cherie シェリエ…… 25

■なべちょう酒店……………… 9

■Honda Cars 宇部中央厚南店…… 7

■RED★COMET… ………… 36

■魚かつ……………………… 47

■果子乃季 宇部ファーム店……… 12

■重幸刃物店………………… 27

■Osozai Delica 218（にいや）… … 47

■Honda Cars 宇部中央則貞店…… 46

■創作洋菓子の ロイヤル… …… 48

■さかな家・おかず家 魚千代… … 17

■果子乃季 東岐波店… ………… 49

■高級活魚 繁光… ……………… 26

■肉僧………………………… 18

ま行
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■旬香祝灯 魚政… ……………… 38

■フラワーショップ 花樹…………… 8

■イヤーエステサロン耳優… …… 40

■肉処 とよた… ……………… 47

■松田屋……………………… 14

■WADA（カーテクノワダ）……… 28

■イタリア料理 卯月… ………… 10

■ビューティサロン カトレア…… 11

■Chouette（シュエット）…………… 5

■ニシジュウ 西日本住宅企業……… 7

■松原酒店…………………… 24

■行政書士法人 ONE 宇部オフィス…… 17

■宇部営繕組合……………… 43

■海浜和風レストラン かめうら苑…… 46

■焼きたてベーカリー シュクルヴァン宇部… … 43

■二代目 一心… ……………… 35

■染と織 まつや………………… 20

■宇部蒲鉾 本社直売店… ……… 36

■カラオケ フリーダム… …… 19

■シュシュ 宇部店……………… 36

■NEWTOWN CAFE………… 28

■豆しば……………………… 17
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