
たみちゃん 飲食業 音楽工房 音楽教室

Café&Grill にしき 飲食業 MANISH 服飾・雑貨販売

日栄電気商会 家電品販売 きりん 飲食業

カーシティカワサキ 中古車・自動車用具販売 服装百貨　まるに 服飾・雑貨販売 笑食　わらべ 飲食業

パン工房アークティック パン販売 竹虎堂 和菓子販売 柿右エ門 飲食業

ジェネシスグランデ 美容業 三角亭 飲食業 パウダリースノウヘアー 理美容室

サンライン 化粧品小売販売 玉清丹薬局、薬局ボン・サンテ 薬局 マインズギャラリー インテリア雑貨販売

㈲嶋モータース 自動車販売・修理・車検・整備・鈑金 紀の川製菓 和菓子販売 カフェレスト・ログ 飲食業

赤井スポーツ店 スポーツ用品店 クックハウス　マルヤ 飲食業 橋本パーシモンゴルフクラブ ゴルフ練習場

梶川印刷 印刷加工業 栄光堂 時計販売 リラクゼーションサロン URatsuji エステサロン

コーヒーハウス　一茶 飲食業 PLUME クレープ移動販売

マルヤマ化粧品店 化粧品販売 NN自動車整備工場 自動車販売・整備・車検

木村洋装店 服飾・雑貨販売 天然温泉ゆの里 温泉・飲食・食品販売 シャインヘッド 美容業

丸安 服飾・雑貨販売 森下（MORISHITA) 飲食業

酒のABC 酒類・食料品販売 寿司・味処　たかぎ 飲食業

ショップ　ハシモト タイヤ・カー用品・車検 カラオケ喫茶　彩歌 カラオケ まんまや 飲食業

やきとりせっせ 飲食業 スナック　アーツ 飲食業 ファミリーショップもり 総合衣料販売

beare by MiSOYA 服飾・雑貨販売 ㈲野口食鶏/野口のチキン 鶏肉・加工品 紀和タイヤ㈱ ﾀｲﾔ・自動車用品・部品販売

土生㈱ LPガス・ガス器具販売 予防美容サロン フラワー 美容業 駄菓子屋　西尾商店 お菓子全般

向井米穀店 米穀他健康食品販売 REST&CAFÉ 志野 飲食業 ケーキ　テル 洋菓子製造・販売

マロンカフェ 飲食業 お食事処　心楽 飲食業 手作りケーキ・焼きたて工房　プティ・アシェット 洋菓子製造・販売

Hair Make Angel 美容業 カラオケ　いろは 飲食業 東商店 日用雑貨販売

奥田スポーツ店 スポーツ用品店 関西カーボン印刷㈱ 印刷加工業

㈲フォーユー 化粧品・健康食品販売・エステ ダビイ 古着販売

ラポールはしもと 飲食業 中華そば　津津 飲食業

不二家ＦＣ橋本店 洋菓子販売&コーヒーショップ 加圧トレーニングスタジオ STYLE橋本店 スポーツトレーニング

㈱バッキーズ吉岡 衛生清掃業 ㈾勘弥 贈答品・雑貨販売 大岩自動車㈱ 自動車販売・修理・車検・整備・板金

冨士屋クリーニング クリーニング業 谷本衣料品店 衣料品（学校制服）販売 お食事　泉屋 飲食業

橋本印刷㈲ 印刷加工業 柳澤米穀店 米販売 テラモト㈱ ぬいぐるみ製造・販売

カントリーサイド 製パン製造販売・喫茶 月なぎ 飲食業 洋食レストラン ココット 飲食業

岩橋化粧品店 化粧品販売 Café Kanaloa 飲食業 すみだ園 生花販売

酒彩処　紬 飲食業 アンダンテ 飲食業 ビストロ・ドゥ・ルパ 飲食業

フォトスタジオループ 写真プリント・スタジオ ハナヒラ生花店 生花販売 ㈱稲竹商店 醤油・ポン酢・ギフト商品販売

紀の川印刷 印刷加工業 POLA Alpha 橋本店 化粧品販売・エステ 崇菜 飲食業

ファッションハウス キャロット 服飾・雑貨販売 居酒屋　いこい 飲食業 ㈱インテリア福井 インテリア

森下石材店 石材販売 HAIR＆SPA ASH 美容業 Golden Slumber 美容業

遊佐水道工業㈱ 住宅設備 岡本造園 造園・外構工事 am 理美容業

遊佐氷室 かき氷・焼きいも カフェ香門 飲食業 喫茶　朱鷺 飲食業

ラーメン居酒屋みかえり 飲食業 Boulangerie SORA パン製造・販売 割烹　勝一 飲食業

パティスリー ジュン 洋菓子製造・販売 ㈱RIKSEED Hair room seed 理美容業

関西エアーサービス㈱ 旅行会社 Ｋ-クリエイト 二輪販売・修理

encle hair salon 美容業 大谷電気㈱ 家電品販売

食彩　濱 飲食業 2℃Ｌ 理美容業 中野トーヨー住器㈱すまい:Re 住宅設備

東又米穀店 米穀小売店 カラオケ喫茶ミキ&スタジオミキ 飲食業 三幸ストアー 食料品販売

㈱前田豊作堂 線香・ろうそく・位牌・仏壇 スナック舞 飲食業 木間暮 飲食業

靴のオフサイド 靴小売店 酒彩処　うさぎ 飲食業 ＲＩＡＣＯＡＳＴ 美容業

レディース　トミヤ 婦人洋品販売 LOG CAFÉ It's 飲食業 くにぎ広場 農作物直売

柿の葉すし本舗たなか はしもと店 柿の葉すしその他すし販売 お弁当のあじ晋 お弁当販売 モトサイクルコニシ 二輪販売・修理

美容室 スタジオt・i 美容業 モトハウス　ハザマ 二輪販売・修理 住友建材 建材販売

美容室　純 美容業 キホクデンカ 家電商品販売 岩田商店 OA機器販売・学校教材

結　Musubi ベーカリー café Largo 飲食業 食事居酒屋　柿善 飲食業

ツジモト トレカ・駄菓子販売 和食　とくさ 飲食業

堺屋 飲食業 肉の本　神戸屋 精肉

鶏笑　橋本店 からあげ専門店 かめやクリーニング クリーニング業 あらじん 飲食業

かくれがや 飲食業 ハピエスト橋本 エステティックサロン 生駒美装メンテナンス 清掃業

中山赤ちゃん堂 ベビー子供服専門店 Infinity96 美容業

八剣伝　橋本店 飲食業 パナット・ナパ 家電品販売

HIYOKO 飲食業 ウッドフィールドテニスカンパニー テニススクール いこ～屋 飲食業

㈲谷口石油店 ガソリンスタンド ㈱紀伊見荘 温泉施設

学文路・賢堂・清水・
西畑・南馬場・向副

高野口町

五條市

エールはしもとシールラリー取扱店舗一覧

橋本・市脇・古佐田
妻・東家・原田

隅田町・紀ノ光台・あやの台

柏原・岸上・神野々・野

小原田・小峰台・紀見・紀見ヶ丘・慶賀野
胡麻生・さつき台・城山台・橋谷・細川

三石台・御幸辻・矢倉脇・北馬場・しらさぎ台


