
飲み放題  
個室  
カード可 
禁煙席
ファミリー
プレイコーナー
テイクアウト
女性歓迎
無線 LAN

 
  
  

宴会・パーティー 
予約限定
接待
全席禁煙
アレルギー対応 
子供イス有
オムツ替え
お１人さま
ネット可
Tポイント

モーニング
携帯決済可
デート
駐車場
オーガニック
お子さまランチ    
授乳室                    
貸切可                    
マニア向け            
撮影不可                                               　    通販可

新規掲載 ・更新依頼シート
新規　 ・ 更新キャンペーン変更

上記内容を確認し、掲載を申し込みます。

上記内容を確認し、掲載内容の変更を依頼します。



食べる 食べる 買う 買う 買う 遊ぶ 遊ぶ
和食 焼肉・韓国料理 食品・スウィーツ・お酒 デパート・スーパー 車・バイク・自転車 レジャー施設 体験・見学

割烹・懐石料理 焼肉 野菜・直売所 マタニティ・ベビー用品 新車 観光牧場 スポーツ体験

うどん・そば 韓国料理 肉・加工品 専門店 中古車 ドッグラン 文化施設・会館

うどん カフェ・スウィーツ・パン 鮮魚 ギフト 車買取 やな 会館・ホール

蕎麦 カフェ・喫茶店 フード全般 ギフトショップ タイヤ スポーツ施設 公民館・集会場

寿司 甘味処 チーズ・乳製品・卵 お土産・名産品・特産品 車・バイク用品 スキー・スノーボード 図書館

とんかつ 洋菓子 ゆば・豆腐 雑貨・インテリア・家具 自転車 スケート場 博物館

天ぷら 和菓子 パン 小物・雑貨 生活・文具・おもちゃ バッティングセンター 科学館

うなぎ パン 米・調味料・漬物 家具・インテリア メガネ・コンタクト ボウリング場 美術館

和食 ジェラート・アイス・かき氷 自然・健康食品 骨董・リサイクル キッチン・日用雑貨 ゴルフ場・練習場 ギャラリー

創作和食 ドッグカフェ 洋菓子・和菓子 骨董 印鑑・印章・ゴム印 釣り堀 ドライブ・道の駅

定食 ネコカフェ 洋菓子 リサイクルショップ 文房具・学校関連 乗馬 道の駅

郷土料理 レストラン・食堂 和菓子 焼き物・陶磁器 おもちゃ・トイストア サーキット ドライブイン

しゃぶしゃぶ・すき焼き レストラン お弁当・お惣菜 本・CD・楽器 健康グッズ アーチェリー・射撃 SA・PA

お好み焼き・もんじゃ焼き 食堂 コーヒー・茶・水 本屋 買取 クライミング プール

洋食 バイキング フルーツ・ジュース 古本屋 服 パラグライダー 屋内プール

カレー ファミリーレストラン 酒造・ワイナリー レンタルショップ ジュエリー カヌー・ライン下り 屋外プール

カレー・ハヤシライス 居酒屋・バー 酒屋・リカーショップ CD・DVDショップ ブランド テニスコート 温泉・銭湯

ステーキ・ハンバーグ 焼き鳥・串焼き ファッション 楽器店 CD・DVD・ゲーム サッカー・フットサル 銭湯・スーパー銭湯

洋食 和風居酒屋 レディース 家電・パソコン・携帯 本 野球場 健康ランド

創作料理 洋風居酒屋 メンズ 家電販売店 車・バイク・カー用品 運動公園 温泉（日帰り）

中華 創作居酒屋 キッズ・ベビー服 携帯ショップ OA/AV 体育館・ジム 温泉（宿泊）

中華料理 カラオケ居酒屋・バー ブランド パソコン・周辺機器 家具 公園・キャンプ場 足湯

飲茶・点心 スポーツ居酒屋・バー 古着・リサイクル カメラ・プリントショップ 遊ぶ 公園 旅行・宿泊

フレンチ・イタリアン ダイニングバー 和服 花・ガーデニング アミューズメント施設 キャンプ場 ホテル

フレンチ バー 靴・バッグ 生花 映画館 バーベキュー ビジネスホテル

イタリアン クラブ 小物・アクセサリー プリザーブド・ドライ ゲームセンター 体験・見学 旅館

ラーメン・餃子 軽食・テイクアウト ジュエリー・腕時計 ガーデニング・造園・園芸 漫画喫茶・ネットカフェ 陶芸体験 ペンション・民宿・ゲストハウス

ラーメン デリバリー メガネ・コンタクト スポーツ・アウトドア ダーツ・ビリヤード ガラス・とんぼ玉体験 コテージ・貸別荘

餃子 テイクアウト デパート・スーパー スポーツ用品 カラオケ キャンドル・石鹸体験 公共宿泊施設

各国料理・その他 ファーストフード デパート・モール スポーツウェア クラブ・ライブハウス アクセサリー体験 旅行会社

タイ料理 やきそば スーパーマーケット アウトドア用品 占い・鑑定 フード体験

インド料理 たこ焼き ホームセンター チケット 複合型アミューズメント 農業体験

各国料理 いもフライ コンビニエンスストア 金券ショップ レジャー施設 染物・織物・彫物体験

無国籍料理 たい焼き・大判焼き 薬局・ドラッグストア 車・バイク・自転車 遊園地・動物園 酒蔵・工場見学

スペイン料理 からあげ フリーマーケット ディーラー テーマパーク 果物・野菜狩り

ドイツ料理

キレイ キレイ くらす くらす くらす 健康 健康
美容室・理容室 マッサージ・整体 住宅・ガーデン・不動産 写真館・フォトスタジオ 教室・塾・習い事 病院・診療所 病院・診療所

美容室 骨盤・骨格矯正 ハウスメーカー 写真館・フォトスタジオ 整体・マッサージ教室 総合病院 整骨・接骨

理容室 コスメ・サプリ 工務店・設計事務所 マネー・保険 エステ・ネイル教室 内科 眼科

1,000円カット コスメ・化粧品 住宅設備 銀行・郵便局 スポーツスクール 神経内科 耳鼻咽喉科

レディースシェービング サプリメント リフォーム 株・投資・不動産 ダンス教室 胃腸内科 歯科

縮毛矯正・ストレート 香水・コロン・アロマ ガーデン・エクステリア 生命・損害保険 ピアノ・音楽教室 腎臓内科 歯科口腔外科

エクステ・ウィッグ ヘアケア用品 分譲マンション マネー専門家 着付け教室 消化器内科 矯正歯科

プライベートサロン ジム・スポーツクラブ 賃貸住宅・アパート 交通機関 育児 呼吸器内科 産婦人科

託児所付きサロン スポーツクラブ 不動産屋 タクシー 子育てサロン・教室 循環器内科 婦人科

着付け ヨガ・ピラティス 引っ越し 代行 託児所・ベビーシッター 糖尿病内科 乳腺外科

ヘアセット スタジオ ハウスクリーニング 鉄道・バス 児童館 内分泌内科 産科

メイクアップ 観る 防犯・防災・防火 レンタカー・バイク ベビー・キッズ教室 感染症内科 小児科

エステ・ネイル・リラク 自然・景観 サポート・アドバイス 修理・車検 ベビーマッサージ 内視鏡内科 小児歯科

脱毛 山岳 ブライダル ロードサービス 子供雑貨 漢方内科 小児外科

痩身・ダイエット 河川 結婚式場・ゲストハウス ガソリンスタンド 生活・仕事 放射線科 皮膚科

セルライトケア 滝・渓谷 ホテルウェディング 駐車場 占い・鑑定 老年科 美容皮膚科

フェイシャル・美顔 湖沼 レストランウェディング 公共機関・サービス 探偵事務所 人工透析科 アレルギー科

豊胸・バストケア 湿原 花・ブーケ 郵便・運送 暮らしの役立ち情報 血液内科 泌尿器科

デトックス・体内代謝 橋・吊橋 ドレス・レンタルドレス 報道・メディア リフォーム・修理 人間ドック 肛門科

アンチエイジング ダム 婚約・結婚指輪 電気・ガス・水道 ファッションリフォーム 外科 性感染症内科

美白・美肌 植物園・花 二次会・パーティ 電話・通信 レンタルスペース 脳神経外科 精神科

まつげ・アートメイク 樹木 ブライダルプロデュース 県庁・市役所・出張所 貸スタジオ 心臓血管外科 心療内科

ネイルサロン 街道 写真・撮影 その他公共機関 クリーニング 胃腸外科 血液・リウマチ科

リラクゼーション 温泉郷 葬祭・仏具 教育機関 コインランドリー 消化器外科 糖尿病・内分泌内科

アロマテラピー 歴史・建造物 葬儀場・ホール 幼稚園・保育園 人材派遣・人材紹介 呼吸器外科 臨床検査科

ヘアケア 城 仏壇・仏具 専門学校 行政書士 循環器外科 病理診断科

メンズエステ 神社・仏閣・教会 墓石・霊園 小・中・高等学校 税理士 形成外科 自然療法・東洋医学

スパ・岩盤浴 蔵 ペット 教室・塾・習い事 健康 整形外科 はり・きゅう

ブライダルエステ 古墳・遺跡 ペットショップ 家庭教師 薬局・ヘルスケア用品 美容外科 各種療法

プライベートサロン 伝統工芸 ペットグッズ 塾・進学教室 調剤薬局 スポーツ整形外科 漢方薬局

マッサージ・整体 歴史・資料館 ペットホテル・スクール 英語・外国語教室 介護・リハビリ 緩和医療科 カウンセリング

整体 ペット美容室 料理教室 在宅・訪問サービス ペインクリニック

マッサージ ドッグカフェ パソコン教室 介護センター 麻酔科

カイロプラクティック 動物病院・獣医師 資格・キャリアスクール 介護用品 救急科

アロマ・オイル ペット霊園・葬祭 カルチャースクール リハビリテーション リウマチ科

足つぼ 花・ガーデニング教室 老人ホーム リハビリテーション科

　　　　　ジャンル一覧表
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