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アイ・ジュエリー ツボタ

東多賀町 5-11-23

0294-37-0961

ファッション・雑貨

ウスイフード

弁天町 2-15-2

0294-23-4314

食品・飲料

Eyelash Salon ALLY

森山町 3-1-35 田村ビル 101

0294-47-9174

美容

内山畳店

水木町 2-5-20

0294-54-1230

生活

あおい化粧品

日高町 1-29-12

0294-42-4767

美容

有限会社 宇野自動車整備工場

滑川町 1-1-11

0294-21-5138

生活

青柳製菓 有限会社

弁天町 1-7-13

0294-21-1566

食品・飲料

うめはらストアー

鮎川町 2-7-1

0294-33-0171

食品・飲料

株式会社 赤津工業所

弁天町 1-3-15

0294-21-6255

生活

有限会社 運平堂本店

大みか町 1-6-7

0294-52-3257

食品・飲料

アカネ

助川町 4-11-19

0294-24-0077

ファッション・雑貨

A+ Beauty Salon

幸町 1-13-1 富士スタジオビル 2F

0294-59-3650

美容

圷モータース

水木町 2-40-3

0294-53-0825

生活

エステサロン グランデール 滑川町 3-17-8

0294-24-5864

美容

株式会社 アクト

河原子町 3-29-23

0294-87-8281

生活

エヌズ ビューティスタジオ

多賀町 2-14-10

0294-33-2366

美容

旭堂

助川町 1-14-15

0294-21-2008

生活

MSK タイヤ

滑川町 1-15-10

0294-27-7220

生活

あさや米穀

久慈町 4-11-20

0294-52-3127

食品・飲料

大川屋

久慈町 3-3-20

0294-52-4071

食品・飲料

アトリエ マ・ヴィ

多賀町 1-11-19

090-6929-0007

趣味

大久保屋製菓店

河原子町 2-17-1

0294-33-0543

食品・飲料

アトリエマドレーヌ

国分町 3-2-28

0294-37-0767

食品・飲料

Ojas

久慈町 7-3-13

090-5543-2926

美容

株式会社 アボカドオイルジャパン

西成沢町 2-8-57

090-3907-2646

美容

オートピュアーズ

大みか町 6-17-29

0294-54-3939

生活

荒友薬局

大沼町 1-27-18

0294-34-5522

生活

有限会社 大部無線

弁天町 1-7-13

0120-39-5868

生活

阿里山

久慈町 3-52-7

0294-53-7678

食品・飲料

株式会社 大宮園

鹿島町 1-2-4

0294-23-0033

食品・飲料

アロエ苑

弁天町 1-1-21

0294-24-1414

食品・飲料

大和田時計店
（平和通り） 鹿島町 1-5-9

0294-21-2626

生活

アングラーズショップ 豪海

久慈町 1-5-14 マイネ S2-101 0294-87-9353

趣味

おがわ補聴器専門店

多賀町 1-11-28K-Z ビル 102

0294-42-3181

生活

アンジュール

大みか町 1-3-16

0294-54-0772

ファッション・雑貨

OGAWAYA

みかの原町 2-3-5

0294-53-3875

食品・飲料

アンの部屋

大みか町 3-22-3

0294-52-3721

ファッション・雑貨

合資会社 小川屋酒店

［小川屋酒店] 弁天町 1-10-4 0294-22-0020

食品・飲料

株式会社 いがわ

鹿島町 1-6-13

0294-21-2748

食品・飲料

有限会社 池上薬局

千石町 1-3-3

0294-33-0107

生活

おしゃれの店 山貴

十王町友部東 1-1-10

0294-39-4129

ファッション・雑貨

石井食品

諏訪町 1-8-22

0294-33-3374

食品・飲料

小薗江商事

若葉町 3-8-10

0294-21-2075

食品・飲料

有限会社いしかわ生花店

大みか町 2-26-8

0294-53-2470

趣味

オッペン化粧品 白銀営業所

白銀町 2-8-15

0294-23-0839

美容

一仙堂荒友薬局

神峰町 2-14-3

0294-22-1010

生活

オッペン化粧品 多賀営業所

塙山町 1-20-6

0294-35-2194

美容

いづみや

南高野町 3-8-2

0294-52-3694

ファッション・雑貨

オッペン化粧品 ナカノ営業所

東多賀町 3-2-1

0294-37-1107

美容

井戸道米穀店

久慈町 1-30-2

0294-52-2307

食品・飲料

オッペン化粧品 日立中央（営） 東多賀町 3-2-1 中野ビル 0294-35-8779

美容

インテリア A・C・S

十王町友部 1623-8

0294-20-2132

ファッション・雑貨

オッペン化粧品 松ヶ丘営業所

小木津町 4-41-1

0294-42-8193

美容

Weekend Gallery

大みか町 3-17-5

0294-52-8200

ファッション・雑貨

小貫酒店

久慈町 3-22-17

0294-52-3431

食品・飲料

ViViRose Cosmetics Salon 滑川本町 4-7-4M マンション 101 0294-23-7022

美容

おぬき薬局

小木津町 3-1-20

0294-42-7098

生活

多賀町 2-19-5

趣味

おもちゃホビーのキング

大みか町 1-1-5

0294-52-3646

趣味

ウエサカ花店

0294-33-3216

［ミスター酒屋さん］川尻町 5-19-8 0294-42-3344

食品・飲料

か
カーオーディオカスタムショップ ヨシナリ 東町 1-11-17
学生ショップ一番街

Cache Cache
菓匠たけだ

0294-23-0162

生活

株式会社 窪木ホンダ商会 桜川町 3-1-3

0294-35-7161

生活

幸町 1-11-2

0294-23-2628

ファッション・雑貨

GRAZIOSO

平和町 1-1-3

0294-24-3360

ファッション・雑貨

東金沢町 1-3-33-2

050-1479-6836

食品・飲料

ファッション・雑貨

グランバーズ

大みか町 1-6-7

0294-54-1818

［田尻店］田尻町 5-14-3 0294-43-3524

食品・飲料

グランベル・ヤマト

相田町 3-11-1

0294-42-4101

生活

［鮎川店］鮎川町 2-7-8

0294-36-1608

食品・飲料

CLIFF

鹿島町 1-7-4

0294-21-7164

ファッション・雑貨

0294-22-1462

ファッション・雑貨

クレストショップ TAMURA 多賀町 1-13-21

0294-33-0755

美容

株式会社 金沢モータース 東滑川町 2-45-1

0294-23-3535

生活

クレセント

弁天町 1-9-4

0294-21-6817

趣味

金田時計店

大みか町 6-3-18

0294-52-4663

生活

くろさわ時計店

千石町 1-11-17

0294-35-2218

生活

神峰スポーツ

日高町 5-6-13

0294-42-7020

趣味

黒澤米穀

神田町 62

0294-52-0800

食品・飲料

有限会社 カメブ呉服店

多賀町 1-13-7

0294-33-0873

ファッション・雑貨

黒田園

大みか町 2-24-5

0294-52-3302

食品・飲料

ガレージケイズクラブ

十王町友部 1898-1

0294-39-7270

生活

黒ばら桑原商店

若葉町 3-7-7

0294-21-2808

趣味

川崎米穀店

若葉町 1-16-3

0294-21-1684

食品・飲料

K ショップ

久慈町 3-9-21

0294-53-7853

ファッション・雑貨

有限会社 川瀬電機商会

滑川本町 2-8-29

0294-22-0924

生活

KEiSEI & sole

東滑川町 5-1-3 シーマークスクエア 1F

0294-33-6880

ファッション・雑貨

木内印店

若葉町 1-16-1

0294-21-2291

生活

Ketty's collection

東滑川町 5-1

090-3528-5603

ファッション・雑貨

菊池園

千石町 1-19-2

0294-33-1563

食品・飲料

源ちゃん農園

下深荻町 756-1

0294-59-0612

食品・飲料

菊池青果店

鹿島町 1-14-4

0294-22-2070

食品・飲料

株式会社 小泉スポーツ

鹿島町 1-9-5

0294-22-2222

趣味

有限会社 菊池時計店

大みか町 2-24-5

0294-52-3446

ファッション・雑貨

小祝時計店

若葉町 3-5-16

0294-24-1492

生活

喜久屋酒店

久慈町 3-18-16

0294-52-2125

食品・飲料

光月堂

鹿島町 1-13-6

0294-21-1393

趣味

ギフトあいざわ

東金沢町 3-16-22

0294-34-5039

生活

コトブキ薬品

金沢町 1-4-16

0294-36-1233

生活

有限会社 木村書店

日高町 1-2-3

0294-42-4507

趣味

こばやしメガネ補聴器

千石町 1-5-11

0294-34-5005

ファッション・雑貨

着物 すずのき 日立店

東滑川町 5-1-3 シーマークスクエア 1F 0294-33-8570

ファッション・雑貨

ゴルフユーパーク

鮎川町 6-1-26 海野ビル 104 0294-25-7799

趣味

ギャロップ

鹿島町 2-16-10

生活

紺野茶舗

久慈町 4-7-14

食品・飲料

柏屋呉服店

鹿島町 1-7-5

0294-22-0604

0294-53-0413

さ
サーフマーサ

多賀町 1-21-11

0294-32-3562

趣味

スズキ自動車販売

大久保町 1-1-16

0294-37-4047

生活

サイクルショップイマイ

鮎川町 6-4-22

0294-33-0468

趣味

スズワ石材

多賀町 5-8-2

0294-38-9230

生活

さかなのおおうち

水木町 1-27-2

0294-54-2600

食品・飲料

株式会社 須田酒店

鮎川町 4-3-15

0120-00-4130

食品・飲料

酒王 桜川店

桜川町 3-15-3

0294-25-6606

食品・飲料

有限会社 スタンプナメカワ

幸町 1-5-9

0294-23-4600

生活

酒の沼田屋

大みか町 6-2-37

0294-52-2177

食品・飲料

スポーツエス

千石町 3-2-10

0294-36-1270

趣味

有限会社 佐々木洋服店

多賀町 1-3-7

0294-33-0445

ファッション・雑貨

有限会社 セキネ薬局

千石町 2-1-9

0294-33-0745

生活

笹島

久慈町 1-30-20

0294-52-2732

ファッション・雑貨

ゼネラルスポーツ

多賀町 5-7-19

0294-33-1025

趣味

笹屋

大和田町 1-7-38

0294-52-2652

ファッション・雑貨

セブンイレブン十王友部店 十王町友部 1624-7

0294-39-2656

生活

合名会社 佐藤呉服店

助川町 1-7-13

0294-22-3318

ファッション・雑貨

セブンイレブン日立鮎川町 1 丁目店

鮎川町 1-3-12

0294-36-7701

生活

佐藤酒店

東金沢町 5-8-10

0294-36-3251

食品・飲料

セブンイレブン日立鮎川町 6 丁目店

鮎川町 6-12-1

0294-38-5350

生活

SAMON

幸町 1-12-2

0294-24-5255

ファッション・雑貨

セブンイレブン日立砂沢町店 砂沢町 245-4

0294-42-1858

生活

SALUD（サルゥー）

鹿島町 2-13-13

0294-21-8781

趣味

セブンイレブン日立石名坂町店

石名坂町 2-45-11

0294-54-3711

生活

サロン・ド・コクア

日高町 4-12-14 1F

0294-44-7712

美容

セブンイレブン日立大沼 1 丁目店

大沼町 1-1842-4

0294-38-2207

生活

サロン ド ティアラ

幸町 2-7-7

0294-23-6770

美容

セブンイレブン日立大みか 3 丁目店

大みか町 3-22-7

0294-53-1877

生活

サロン ピュア

東多賀町 5-11-12

0294-32-0807

美容

セブンイレブン日立川尻町 5 丁目店 川尻町 5-51-1

0294-43-7750

生活

澤信米穀店

久慈町 3-23-24

0294-52-4157

食品・飲料

セブンイレブン日立河原子海岸入口店 河原子町 4-1-14

0294-32-2457

生活

合資会社 椎名酒造店

十王町高原 411

0294-39-2041

食品・飲料

セブンイレブン日立北店

日高町 4-7-17

0294-43-4897

生活

ジェイビィエス

東大沼町 4-31-16

0294-54-2233

美容

セブンイレブン日立港前店

久慈町 1-5-1

0294-54-1170

生活

有限会社 志お屋

千石町 1-11-18

0294-37-0408

ファッション・雑貨

セブンイレブン日立桜川町 1 丁目店

桜川町 1-81

0294-38-0705

生活

志賀電器

久慈町 5-1-13

0294-53-2343

生活

セブンイレブン日立城南町店

城南町 2-2-20

0294-22-4705

生活

有限会社 敷物の油座

大久保町 5-4-4

0294-36-2963

生活

セブンイレブン日立助川町 1 丁目店

助川町 1-13-20

0294-22-0455

生活

自然食なごみ 多賀店

多賀町 1-18-11

0294-34-3267

食品・飲料

セブンイレブン日立助川町 5 丁目店 助川町 5-189-1

0294-23-5180

生活

自然食品のお店オリーブ

鮎川町 6-18-12-104

0294-35-8891

食品・飲料

セブンイレブン日立千石町店

千石町 2-17-17

0294-37-2441

生活

シノハラスポーツ

千石町 1-3-2

0294-33-0141

趣味

セブンイレブン日立留町店 留町 1157

0294-54-3606

生活

0294-21-1383

生活

セブンイレブン日立滑川町 2 丁目店 滑川町 2-23-5

0294-24-7197

生活

車検のコバック日立店 株式会社カーサービスセキヤマ 城南町 1-7-12
十王薬局

十王町友部東 1-2-1

0294-39-2061

生活

セブンイレブン日立塙山店

金沢町 2-6-10

0294-38-0711

生活

ジュエリーネモト 日立店

幸町 1-16-1イトーヨーカドー日立店 1 階

0294-21-8181

ファッション・雑貨

セブンイレブン日立東大沼町店

東大沼町 4-29-15

0294-53-9700

生活

ジュネ

大みか町 2-26-3 田山ビル 1F

0294-53-4652

ファッション・雑貨

セブンイレブン日立東大沼町 2 丁目店

東大沼町 2-2-7

0294-37-5778

生活

趣味の店あいざわ

弁天町 1-15-12

0294-21-1209

ファッション・雑貨

セブンイレブン日立東町 4 丁目店

東町 4-6-15

0294-24-6580

生活

株式会社 春秋舎

鹿島町 1-12-6

0294-21-1414

趣味

セブンイレブン日立日高町 5 丁目店

日高町 5-11-10

0294-33-8833

生活

正札堂

鹿島町 1-13-9

0294-21-0962

ファッション・雑貨

セブンイレブン日立日高店

日高町 2-1-9

0294-42-4420

生活

しらすパーク こまつ

留町 1039-1

0294-53-6669

食品・飲料

セブンイレブン日立南高野町店

南高野町 1-9-43

0294-54-0717

生活

シロキモータース

大久保町 2-3-25

0294-32-0025

生活

セブンイレブン日立本宮店 本宮町 2-3-8

0294-24-3942

生活

新光社

東金沢町 4-9-10

0294-33-1058

生活

セブンイレブン日立若葉町店 若葉町 3-12-10

0294-22-7117

生活

新鮮スタジアム V・F

日立市滑川町 3-6-38

0294-24-5133

食品・飲料

鮮魚屋 魚浜

神峰町 1-10-14

0294-22-8823

食品・飲料

スーパーたかさき

十王町友部東 1-1-1

0294-39-2048

食品・飲料

仙台屋 田所半五郎商店

久慈町 4-5-20

0294-52-2577

食品・飲料

菅波ふとん店

多賀町 1-7-27

0294-33-0550

生活

Sun Vuoto

田尻町 3-40-8

090-1115-2914

美容

杉山商店

南高野町 3-17-8

0294-52-3661

食品・飲料

征矢酒店

鹿島町 3-4-3

0294-24-5252

食品・飲料

鈴喜

鹿島町 1-1-8

0294-21-6831

ファッション・雑貨

有限会社 そや自動車商会

日高町 3-24-14

0294-42-3908

生活

大丸

川尻町 1-22-3

0294-43-5928

ファッション・雑貨

つるや米穀店

久慈町 3-20-9

0294-52-3256

食品・飲料

太陽電機

東大沼町 2-33-15

0294-32-3472

生活

手づくりの店なかにわ

金沢町 4-26-20

0294-28-4050

ファッション・雑貨

ダイワ電器商会

水木町 2-7-29

0294-53-1678

生活

トータルファッション かしむら 久慈町 3-17-29

0294-52-5891

ファッション・雑貨

たちばな商事

城南町 2-7-22

090-8641-3517

趣味

トータルファッション テルヤマ 多賀町 1-15-5

0294-34-0461

ファッション・雑貨

たて糸 et よこ糸

森山町 2-35-1

0294-52-5146

ファッション・雑貨

戸田米穀店

城南町 1-4-15

0294-22-3698

食品・飲料

株式会社 玉川堂印房

大久保町 1-7-12

0294-33-1974

生活

トビタ酒店

東多賀町 2-10-18

0294-37-3939

食品・飲料

ダンス＆ブティック ごとう

多賀町 2-1-6 コットンプル 1 階 0294-35-5181

ファッション・雑貨

トラックショップ常陸美装

東大沼町 3-24-5

0294-38-7355

生活

有限会社 茶の花月園

千石町 2-3-8

0294-33-3930

食品・飲料

ドリームライフスズキ

幸町 1-15-6

0294-21-1753

ファッション・雑貨

茶舗 牧ノ原

多賀町 1-14-2

0294-38-6388

食品・飲料

た

な
株式会社 ナイス電気商会

多賀町 2-19-8

0294-36-1188

生活

沼田ミシン商会

永嶋肉店

千石町 3-11-32

0294-32-2929

食品・飲料

有限会社 沼田モータース 東滑川町 4-14-1

長山糀製造本舗

多賀町 1-11-17

0294-33-0801

食品・飲料

ネイビーズ サーフマーケット

有限会社 長山酒店

多賀町 1-17-1

0294-33-1212

食品・飲料

長山薬局

多賀町 1-2-2

0294-33-0780

株式会社 並木スポーツ

鹿島町 1-16-15

nico ケーキ屋さん
株式会社 日興

多賀町 1-5-5

0294-33-1104

生活

0294-42-9140

生活

田尻町 7-4-7

0294-44-8553

趣味

nail&relaxation VERT

若葉町 3-4-2

0294-21-8251

美容

生活

ねこりん

日高町 1-28-15

0294-87-8881

趣味

0294-22-0411

趣味

ノエビア諏訪中央代理店 ビューティースタジオ Blanc 諏訪町 2-4-29

090-6471-1248

美容

折笠町 1-15-6

0294-33-5913

食品・飲料

のがみ酒店

幸町 2-1-33

0294-21-0069

食品・飲料

会瀬町 4-1-43

0294-35-7511

生活

能登商会

弁天町 1-15-13

0294-22-7222

生活

千石町 2-4-8 ツカサハイツ 101

0294-35-3616

美容

ファミリーマート日立小木津店

小木津町 1-26-3

0294-44-7221

生活

0294-54-0022

趣味

ファミリーマート日立金畑店 大沼町 3-18-20

0294-25-8810

生活

は
ハーブの店 エステリーフ

BICYCLE PARK O2 日立本店 水木町 2-42-3
パッケージプラザ戸田日立店

東町 1-23-12

0294-24-7031

生活

ファミリーマート日立川尻四丁目店 川尻町 4-9-14

0294-25-3575

生活

花工房あじま

金沢町 2-1-13

0294-38-8717

趣味

ファミリーマート日立桜川 4 丁目店

桜川町 4-19-11

0294-29-7088

生活

花のたけはな

川尻町 5-1-10

0294-42-8721

趣味

ファミリーマート日立末広町店

末広町 3-1-20

0294-29-6070

生活

花の店 あかつ

久慈町 3-12-30

0294-52-3753

趣味

ファミリーマート日立滑川二丁目店 滑川町 2-3-30

0294-27-2170

生活

花の店 たかだ

十王町友部 1601-6

0294-39-3132

趣味

ファミリーマート日立南インター店

0294-29-1654

生活

株式会社 花福

鹿島町 1-15-6

0294-21-5055

趣味

FISH & PLANTS 魚工房 大みか町 3-23-3

0294-52-6681

趣味

有限会社 花益

鮎川町 2-8-37

0294-36-0735

趣味

風味堂

幸町 2-8-12

0294-23-0718

食品・飲料

はなまる補聴器専門店

幸町 1-7-1

0294-24-1533

生活

ふかや薬局

東金沢町 5-3-17

0294-38-7808

生活

ぱふ

鹿島町 1-4-10

0294-23-1182

美容

袋屋煎餅店

宮田町 4-7-8

0294-21-6650

食品・飲料

はまや鮮魚店

大みか町 2-25-6

0294-52-2234

食品・飲料

ブティック カシワヤ

鹿島町 1-6-9

0294-21-5524

ファッション・雑貨

バリューケイシン

末広町 2-4-1

0294-33-1351

大和田町 2350-1

生活

ブティック麻莉亜

日高町 1-23-8

0294-43-7400

ファッション・雑貨

ハワイアントリートメント Jewel orchids 森山町 3-14-23 森山積豊ハイツA202 090-8052-4781

美容

ふとんのねもと

鮎川町 1-11-5

0294-33-1916

生活

P-Ratu

久慈町 3-23-15

0294-51-3788

美容

フラワーデザイン花金

多賀町 1-15-3

0294-33-0882

趣味

ビジネスセンター たちばな

多賀町 1-3-5

0294-33-1547

生活

フラワーハウス ワタナベ

日高町 1-31-5

0294-42-8988

趣味

日立ウェズン

川尻町 5-32-1

0294-42-9080

美容

ブランシュネージュ

川尻町 6-46-7

0294-44-0888

食品・飲料

日立スポーツ

鹿島町 2-6-4

0294-22-1406

趣味

ブリティッシュマーケット 城南町 3-3-17

0294-25-1613

ファッション・雑貨

日立第一自動車商会

弁天町 2-16-11

0294-21-2807

生活

ふろーりすと花子

大みか町 1-1-7

0294-53-1005

趣味

日立和洋菓子 いちかわ

日高町 3-12-1

0294-42-2038

食品・飲料

フローリスト舟木

諏訪町 4-1-50

0294-36-2226

趣味

有限会社 ビッグ・ミヤモト

宮田町 3-10-14

0294-21-3476

ファッション・雑貨

ペットハウスミッキー

桜川町 2-1-4

0294-37-3266

生活

日之出電機 株式会社

桜川町 1-3-20

0294-33-2211

生活

ボーダーズショップ CLUB・J 日高町 3-534-2

0294-43-6414

趣味

宏実屋時計店

幸町 1-5-10

0294-24-1638

生活

細井ふとん店

西成沢町 1-33-15

0294-21-2964

生活

ファッションショップ サルタ

幸町 1-11-4

0294-21-2055

ファッション・雑貨

穂積畳店

相賀町 8-5

0294-21-4068

生活

ファミリーマート茨城大学工学部店

中成沢町 4-12-1

0294-29-9830

生活

ホリデー車検 日立大みか 大みか町 6-17-36

0294-53-4812

生活

ファミリーマート日立大久保町店

大久保町 2-1-21

0294-28-6121

生活

生活

ま
有限会社 マキシム大平

川尻町 4-9-17

0294-43-5611

生活

宮田商会

多賀町 5-7-17

0294-33-0512

増子建窓

十王町友部 1601-5

0294-39-2438

生活

宮本米穀店

河原子町 3-4-11

0294-33-2365

食品・飲料

松之屋

十王町友部東 2-3-6

0294-39-2277

ファッション・雑貨

むとうりんご園

下深荻町 1523

0294-59-0866

食品・飲料

有限会社 丸大水産

久慈町 3-18-17

0294-52-3130

食品・飲料

メイクイン オータカ

大みか町 1-4-10

0294-53-7056

美容

マルナガ電機商会

金沢町 2-15-16

0294-33-2272

生活

メイクブティック 白雪姫

多賀町 1-14-4

0294-34-0720

美容

有限会社 マルミヤ

鹿島町 1-9-2

0294-21-1811

美容

明治牛乳日立多賀販売所

東多賀町 3-4-17

0294-34-2221

食品・飲料

ミシンのヨシダ

鹿島町 1-4-10

0294-21-3811

生活

明治牛乳日立中央宅配センター

滑川町 1-11-4

0294-23-2702

食品・飲料

水木サーフ

河原子町 1-6-5

0294-36-5339

趣味

有限会社 明治屋

久慈町 3-9-10

0294-53-6868

みつぐ電器商会

神峰町 3-7-5

0294-21-4042

生活

メガネのナリタ

みどり園

宮田町 2-6-10

0294-22-2390

食品・飲料

0294-36-0336

ファッション・雑貨

有限会社 みどりや

鹿島町 1-1-8

0294-24-6565

生活

メナード化粧品 日立代行店

本宮町 4-14-2

0294-21-8798

美容

ミナミ化粧品店

鹿島町 1-5-9

0294-21-0482

美容

メナードフェイシャルサロン 会瀬町 Plants

会瀬町 2-30-27

080-3310-7892

美容

ミニストップ日立東滑川 4 丁目店

東滑川町 4-19-10

0294-42-3770

生活

メナードフェイシャルサロン滑川

滑川町 2-16-26

090-4172-7702

美容

［本 店］助川町 1-7-13 0294-21-4717
［多賀店］多賀町 1-2-2

食品・飲料
ファッション・雑貨

ま
メナードフェイシャルサロン フェスボニート

弁天町 2-7-1

0294-33-5991

美容

森のりんご園

下深荻町 1584

0294-59-0905

食品・飲料

メナードフェイシャルサロン モンフフラ

小木津町 1-10-27

090-7235-6833

美容

モンペリ いなりや

多賀町 4-3-16

0294-33-0441

食品・飲料

森島酒造 株式会社

川尻町 1-17-7

0294-43-5334

食品・飲料

八百留商店

神峰町 1-3-10

0294-21-4121

食品・飲料

YOUR SHISEIDO よしのや 十王町友部東 2-6-12

0294-39-2050

美容

有限会社 山内ゴルフ商会

宮田町 2-6-13

0294-22-3014

趣味

YOKI

下深荻町 3495-2

0294-51-1030

ファッション・雑貨

やまさん青果 有限会社

みなと町 5779-24

0294-53-8080

食品・飲料

株式会社 吉成源次商店

東町 2-6-2

0294-21-0935

食品・飲料

山忠酒店

久慈町 3-16-20

0294-52-3253

食品・飲料

大みか町 2-20-8 コーポ銀杏 101

080-9463-8452

や

ら
ライフアップ スワ

桜川町 3-5-4

0294-34-2935

生活

LIBERTE

La sant's beaut'e

東滑川町 1-20-3 プレミールミヤモ101、102

0294-51-2997

美容

レディースファッション ヒルタ ［多賀店］千石町 1-3-20 0294-33-3480

ファッション・雑貨

la mar nail

久慈町 7-3-13

090-6040-5244

美容

［駅前店］幸町 1-18-1イトーヨーカドー日立店 2 階 0294-22-5145

ファッション・雑貨

リオブラボー

鹿島町 1-3-12 山三ビル 1 階 0294-27-6136

ファッション・雑貨

レディーズランド コ・コ

鹿島町 1-13-9

0294-21-0155

ファッション・雑貨

rico2co

森山町 4-9-16

0294-32-7602

美容

ローソン日立神田町店

神田町字能場 1088-1

0294-53-7799

生活

R'eset

弁天町 2-7-4

0294-47-9051

美容

美容

わ

Y ショップ ヒロセ

十王町友部 2723-1

0294-39-2127

生活

渡助商店

久慈町 2-16-11

0294-52-3527

食品・飲料

ワイドチェーンハマヤ

川尻町 1-14-20

0294-43-5711

生活

和田ストアー

十王町友部 109-7

0294-39-2139

食品・飲料

ワインショップスズキ

弁天町 1-4-9

0294-21-3311

食品・飲料

渡辺果実店

幸町 1-15-5

0294-24-0518

食品・飲料

若美屋プラス 1

弁天町 1-9-4

0294-22-2542

ファッション・雑貨

わたべ電機

東金沢町 5-17-9

0294-35-3932

生活

0294-21-1067

ファッション・雑貨

ワン ステップ

平和町 1-17-6

0294-22-4331

ファッション・雑貨

有限会社 ワシントン靴店 弁天町 1-10-2

