
みえ松阪マラソン応援店舗一覧

店名 町名 電話番号

〇〇〇〇〇 愛宕町 0598-26-8810

ANGELI 愛宕町 0598-22-3312

ＢＡＲ　ＲＥＰＯＳ 愛宕町 0598-67-0340

Cherie 愛宕町 0598-21-2036

CIEL 愛宕町 0598-26-8966

Cuore 愛宕町 0598-22-2728

DOMA 愛宕町 0598-21-3800

e  mu 愛宕町 0598-22-1020

FORTUNE 愛宕町 0598-21-6668

goa 愛宕町 0598-21-3688

iあい 愛宕町 080-2658-1052

JJ 愛宕町 0598-22-3315

Kitche　Bar　SS 愛宕町 0598-22-3210

Ｌｅ‘A 愛宕町 090-5453-7869

M＆Y 愛宕町 0598-67-7181

ＭＩＰ 愛宕町 0598-31-3028

nana 愛宕町 0598-21-6687

PAPIYON 愛宕町 0598-26-1311

Plume 愛宕町 0598-21-1555

star13 愛宕町 0598-26-5760

VISE 愛宕町 090-3443-5712

Vubeur 愛宕町 080-2618-0652

あゝ無情 愛宕町 0598-22-1758

あいちゃん 愛宕町 0598-26-4889

アズール 愛宕町 0598-26-6005

アップル 愛宕町 0598-23-2848

アップルパパ 愛宕町 0598-26-3788

網み鳥焼き　楽や 愛宕町 0598-23-3556

彩 愛宕町 0598-21-1738
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アンジュ 愛宕町 0598-22-1232

居酒屋はちべえ 愛宕町 0598-21-7407

伊吹 愛宕町 0598-21-3820

ヴィヴァン 愛宕町 090-2685-4038

うえやま 愛宕町 0598-23-2681

氏郷 愛宕町 070-8987-8955

エヌ、スリー 愛宕町 080-1614-2540

エンジェルハート 愛宕町 0598-26-9348

恋花 愛宕町 0598-21-7014

サイゴンナイト 愛宕町 090-6597-7999

さき 愛宕町 090-2265-1747

さはら 愛宕町 0598-23-9692

侍里 愛宕町 0598-22-2227

沙羅 愛宕町 0598-23-2275

讃樹里庵 愛宕町 0598-23-3317

シークレットゾーン 愛宕町 0598-21-5590

シャトル 愛宕町 0598-23-1455

シャルル 愛宕町 0598-21-3318

シュリェ 愛宕町 0598-21-2036

スナック Ano Ba Yan 愛宕町 0598-26-1212

スナック　twinke 愛宕町 0598-30-6696

スナック　楽 愛宕町

スナックK 愛宕町 0598-23-7037

スナックMaMa　 愛宕町 0598-26-5777

スナックNDK 愛宕町 070-4146-4155

スナック央 愛宕町 0598-21-3393

スナックオレンジ 愛宕町 0598-26-8565

スナックくろねこ 愛宕町 0598-21-2533

スナックジェーナ 愛宕町 0598-26-4534
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スナック栞 愛宕町 0598-21-4056

スナック柊 愛宕町 080-3626-0308

スナックボギー 愛宕町 0598-26-0488

スナックめぐみ 愛宕町 0598-22-0342

すぱーく 愛宕町 0598-23-3965

セルブロック 愛宕町 0598-21-5926

辰巳 愛宕町 0598-21-1351

チェリー 愛宕町 0598-30-6325

テイパナン 愛宕町 0598-26-8668

トラジ 愛宕町 0598-25-5060

トレゾアアネックス 愛宕町 090-5458-9419

とんかつ茶屋 愛宕町 0598-21-1429

なすびの花 愛宕町 0598-26-0017

ニューヨーク 愛宕町 0598-21-5022

ノア 愛宕町 0598-26-7727

乃木坂 愛宕町 0598-21-7850

ノット 愛宕町 090-8751-0953

はじめ 愛宕町 0598-26-7771

花鏡 愛宕町 0598-67-6228

はな野 愛宕町 0598-21-6458

はなみち 愛宕町 090-7610-8180

パラダイス 愛宕町 0598-22-3068

はるか 愛宕町 0598-23-1777

フェアリー 愛宕町 0598-22-3325

フェアリーローズ 愛宕町 0598-22-0079

梟 愛宕町 0598-22-3905

ふたたび 愛宕町 0598-67-8972

プライベート 愛宕町 0598-22-2552

マーヴェラス 愛宕町 0598-30-5654
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マーサ 愛宕町

まんほぉーる 愛宕町 0598-31-1817

三日月 愛宕町 0598-21-8155

水桝 愛宕町 0598-21-9945

武蔵野 愛宕町 0598-21-0634

紅葉 愛宕町 0598-30-6301

もんぜん 愛宕町 0598-23-7370

弥生 愛宕町 0598-21-3363

ユーポート 愛宕町 0598-26-0014

酔ふよう 愛宕町 0598-26-7100

らいちょう 愛宕町 0598-26-1221

ラストシーン 愛宕町 0598-23-2248

ラスベガス 愛宕町 0598-21-2633

爛熟 愛宕町 0598-21-1068

料理アンドスナック　ふらり 愛宕町 0598-21-6789

ルティエ 愛宕町

るんるん 愛宕町 0598-21-1203

レディー 愛宕町 0598-20-9711

ロケットバー 愛宕町 0598-67-6160

若松 愛宕町 0598-23-7745

和食処　うき田 愛宕町 0598-21-1628

POP-CORN 京町 0598-23-9756

志ずか 京町 0598-26-6105

こんばんや 京町 0598-51-7413

新粋 京町 0598-26-8785

スーパー・ギャル 京町 0598-26-4438

寿司割烹　みひろ 京町 0598-30-5958

スナックルナ（月） 京町 0598-21-7799

鉄板焼き　開夢 京町 0598-20-8437
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とり串焼処　あんど 京町 0598-23-5515

鳴門 京町 090-7912-1441

パブ・クラブ・ベントレー 京町 0598-26-0440

ひとみ 京町 0598-23-5188

ファッションラウンジバナナハウス 京町 0598-21-9167

みち楽 京町 0598-25-1839

酔ing 京町 0598-22-4611

とんかつ野崎 長月町 0598-23-9126

やきとり居酒屋りく 長月町 0598-23-0500

彩旬 五十鈴町 0598-26-2055

こゆき 五十鈴町 0598-21-8282

酒楽庵 五十鈴町 0598-26-7789

旨いもの屋あじっこダイニング 日野町 0598-22-3188

快楽亭 中町 0598-21-0222

鶏　みらの 中町 0598-67-9676

山作 中町 0598-26-6364

和田金 中町 0598-21-1188

あじもよう 新町 0598-22-2633

老松 新町 0598-21-0019

花車 白粉町 0598-21-0145

和彩　純 白粉町 0598-67-6174

牛銀 魚町 0598-21-0404

Motion 平生町 0598-22-1539

カクテル・バーレモン 平生町 0598-23-0194

旬作　酒和 平生町 0598-26-5095

寿し萬 平生町 0598-21-0940

CAT 湊町 0598-28-8208

アウル 湊町 090-5616-6978

文乃家 湊町 0598-21-4526
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本居庵 殿町 0598-22-1283

二刀龍 宮町 0598-51-3383

焼肉の刻　 清生町 0598-52-5670

かに久 高町 0598-51-5765

夏琳 高町 0598-51-2882

喜楽 石津町 0598-30-5304

川新 鎌田町 0598-51-3489

斗々の月 久保田町 0598-67-6489

居酒屋　正家 垣鼻町 0598-22-0013

居酒屋じゅう郎 垣鼻町 0598-22-2034

家族亭 垣鼻町 0598-21-8929

カラオケ喫茶　秦夜 垣鼻町 0598-26-0207

小池や 垣鼻町 0598-67-8572

旬彩　若将 垣鼻町 0598-22-0655

はったや 垣鼻町 0598-25-6639

ＷＡＵＷＡＵ 春日町 0598-23-3158

スナックブルームーン 春日町 0598-22-1600

アクア 駅部田町 0598-21-5288

居酒屋はぎ 駅部田町 0598-23-7495

鳥鈞灯 駅部田町 0598-21-0480

カラオケ喫茶　恵 川井町 0598-22-3857

こしか 大黒田町 0598-21-0280

まつむら 下村町 0598-29-3377

M・AXA 市場庄町 0598-56-4825

古新田/にしかわ 中道町 0598-56-3707

やませ 山室町 0598-21-9800

魚長 六軒町 0598-51-0008

カラオケ喫茶みさちゃん 岡本町 0598-31-1330

道乃来 岡本町 0598-22-1136
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ホルモン一平 丹生寺町 0598-58-1295

友悠 小片野町 0598-34-0655
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