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SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［神奈川県その他］

▼ 三浦市
▼ 三浦郡葉山町
▼ 中郡二宮町
▼ 中郡大磯町
▼ 伊勢原市
▼ 南足柄市
▼ 厚木市
▼ 大和市
▼ 小田原市
▼ 川崎市中原区
▼ 川崎市多摩区
▼ 川崎市宮前区
▼ 川崎市川崎区

▼ 川崎市幸区
▼ 川崎市高津区
▼ 川崎市麻生区
▼ 平塚市
▼ 座間市
▼ 愛甲郡愛川町
▼ 横須賀市
▼ 海老名市
▼ 相模原市中央区
▼ 相模原市南区
▼ 相模原市緑区
▼ 秦野市
▼ 綾瀬市

▼ 茅ヶ崎市
▼ 藤沢市
▼ 足柄上郡大井町
▼ 足柄上郡山北町
▼ 足柄上郡開成町
▼ 足柄下郡湯河原町
▼ 足柄下郡真鶴町
▼ 足柄下郡箱根町
▼ 逗子市
▼ 鎌倉市
▼ 高座郡寒川町
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SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［神奈川県その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

港楽亭 三浦市 三崎５丁目１－１０ 飲食店

シーボニアクラブハウスレストラン 三浦市 三崎町小網代１２８６ 飲食店

くろば亭 三浦市 三崎１－９－１１ 飲食店

風工房 Vento eil Leone 三浦市 三崎町諸磯１８９３ 飲食店

グルメ館 豊魚 三浦市 南下浦町菊名７５１－１０ 飲食店

さん和 三浦市 三崎５－５－１５ 飲食店

寿司割烹 豊魚 三浦市 初声町下宮田５０－３ 飲食店

Beachend Cafe 三浦市 南下浦町菊名１０８９－１８ 飲食店

ミサキドーナツ 三浦市 三崎３－３－４ 飲食店

うらりマルシェやさい館 三浦市 三崎５－３－１ ショッピング

さざえや うらり店 三浦市 三崎５－３－１ ショッピング

スリープハウスおおたに 三浦市 南下浦町上宮田３１１３　奉仕舎ビル１Ｆ ショッピング

オモチャのぼーしゅうや 三浦市 南下浦町上宮田３２５９－３　ぼーしゅうやビル ショッピング

丸幸水産（有）さんき 三浦市 三崎５－３－１　「うらり」　１Ｆ ショッピング

株式会社ベルテックスガレージ 三浦郡葉山町 長柄１２４０ サービス

稲穂 三浦郡葉山町 堀内６２５－１２ 飲食店

レストラン・ラ・マーレ 三浦郡葉山町 堀内２４－２ 飲食店

日影　茶屋 三浦郡葉山町 堀内１６ 飲食店

葉山牛ステーキレストラン角車 三浦郡葉山町 上山口２４０３ 飲食店

プリンショップ＆カフェマーロウ逗葉新道店 三浦郡葉山町 長柄１２９６－６ 飲食店

プリンショップ＆カフェマーロウ葉山店 三浦郡葉山町 堀内５０－２　葉山マリーナ　１Ｆ 飲食店

ラ・プラージュ 三浦郡葉山町 堀内９９８　シーサイド葉山 飲食店

ラプロー 三浦郡葉山町 堀内３２２ 飲食店

青羅 三浦郡葉山町 堀内５０－２　葉山マリーナ内 飲食店

滝の坂 吉乃寿司 三浦郡葉山町 一色３４６－１ 飲食店

葉山福ふく 三浦郡葉山町 堀内７６４－８ 飲食店

ami hayama 三浦郡葉山町 一色２１５２－４ 飲食店

葉山 BREAD CLUB 三浦郡葉山町 一色１３８２－１ 飲食店

BaanRey 葉山 三浦郡葉山町 長柄４５ 飲食店

風工房 イル ティモーネ 三浦郡葉山町 堀内５０－２　葉山マリーナ　１Ｆ 飲食店

おせっかい食堂 KAINA〔海菜〕 三浦郡葉山町 堀内１００３－７ 飲食店

Ali’i Drive 三浦郡葉山町 堀内１０３９ 飲食店

tricca BalconyHayama 三浦郡葉山町 堀内５０－２　葉山マリーナ　２Ｆ サービス

葉山マリーナ パサージュ 三浦郡葉山町 堀内５０－２ ショッピング

葉山マリーナ 三浦郡葉山町 堀内５０－２ ショッピング

花ぬすびと 三浦郡葉山町 長柄８９２－７ ショッピング

葉山ガーデン 本店 三浦郡葉山町 長柄１２９７－１ ショッピング

Leaf 三浦郡葉山町 一色１３９２－８７ ショッピング

StudioRoute134HAYAMA 三浦郡葉山町 堀内９９７－１９　２Ｆ ショッピング

パティスリーラマーレドチャヤハヤマ 三浦郡葉山町 堀内２０－１ 飲食店

酒舗 大門 三浦郡葉山町 一色２１３２ ショッピング
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SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［神奈川県その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

ニコラ アンド ハーブ 三浦郡葉山町 一色１７２３－１ 飲食店

SUNSHINE ＋ CLOUD オーバーイージー 三浦郡葉山町 一色２１５１－１ ショッピング

ミサキドーナツ 葉山店 三浦郡葉山町 堀内９０５ 飲食店

ブレドール 三浦郡葉山町 一色６５７ 飲食店

湘南ワインセラー葉山店 三浦郡葉山町 一色９４３－１　アトリエ９４３ハヤマＡ－１－２ ショッピング

自家焙煎コーヒー豆の店 Cafetier 三浦郡葉山町 下山口１５３８－３ ショッピング

かつや神奈川葉山店 三浦郡葉山町 長柄８９４ 飲食店

chambre de Defi 中郡二宮町 山西３８２－３ サービス

ヘアメイク サプリ 中郡二宮町 二宮１２６４－２８ サービス

Bon 蔵 ウチヤマ酒店 中郡二宮町 一色１３１０－４ ショッピング

肉の清水 中郡二宮町 二宮１３１６ ショッピング

安楽亭　平塚店 中郡大磯町 高麗３－４－１６ 飲食店

うろんや大磯店 中郡大磯町 国府本郷４４８－１ 飲食店

大磯迎賓舘 中郡大磯町 大磯１００７ 飲食店

國よし 中郡大磯町 大磯１０８５ 飲食店

うどん AGATA 中郡大磯町 月京２９－７ 飲食店

赤から平 桜ヶ丘店 中郡大磯町 高麗３－２－３０ 飲食店

TEARDROP hair － Relax 中郡大磯町 大磯９６０ サービス

シューズパーク 平 西店 中郡大磯町 高麗３－２－２６ ショッピング

トーカイ 平 店 中郡大磯町 高麗３－３－６ ショッピング

戸塚商店 中郡大磯町 西小磯１７ ショッピング

たまや 大磯店 中郡大磯町 高麗１－１２－４ ショッピング

中国料理　眞好味 伊勢原市 伊勢原４丁目６３７－１　レジデンス和１０５ 飲食店

ステーキのあさくま伊勢原店 伊勢原市 石田２５７－１ 飲食店

アルベロベッロ 伊勢原市 上粕屋２９８ 飲食店

鮨・和風料理 瓢亭 伊勢原市 伊勢原１－５－４　サンライトビル　１Ｆ 飲食店

とうふ処 小川家 伊勢原市 大山６３７ 飲食店

お好み焼本舗 伊勢原店 伊勢原市 高森１８２５－２ 飲食店

和食レストラン 春 伊勢原市 下糟屋１４３　東海大学医学部付属病院　５Ｆ 飲食店

焼肉きんぐ 伊勢原店 伊勢原市 坪ノ内７２－１ 飲食店

コクピット小島 伊勢原市 沼目７－１０９３－２ ショッピング

DECO 伊勢原市 伊勢原３－７－２　大河原ビル　１Ｆ サービス

collect ism 伊勢原市 伊勢原２－２－１９ サービス

ヘアメイク ボンズ 伊勢原市 桜台３－１１－４　ハイツ欅１Ｆ サービス

FACE。伊勢原 伊勢原市 桜台１－２－１ サービス

北欧家具 talo 伊勢原市 小稲葉２１３６－１ ショッピング

花小代 伊勢原市 桜台１－２３－３８ ショッピング

ANTIQUE 伊勢原店 伊勢原市 石田３１２ 飲食店

PINEDE 伊勢原店 伊勢原市 石田６８２　ウメハラビル　１Ｆ 飲食店

トーカイ いせはら coma 店 伊勢原市 桜台１－３－３　いせはらｃｏｍａ　２Ｆ ショッピング

南蛮屋 伊勢原店 伊勢原市 桜台１－１２－３ ショッピング
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SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［神奈川県その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

あふり～な比々多店 伊勢原市 神戸５２１ ショッピング

あふり～な伊勢原店 伊勢原市 田中２５０ ショッピング

よろずや石田店 伊勢原市 石田６７３－５ ショッピング

よろずや愛甲原店 伊勢原市 高森台２－７－１１ ショッピング

A コープ伊勢原高森店 伊勢原市 高森６－２－３ ショッピング

食堂フレンチドゥジェム 伊勢原市 板戸４３３－１　１Ｆ 飲食店

やきとり大吉伊勢原駅北口店 伊勢原市 伊勢原４－１３－２８　三愛ビル　１０２ 飲食店

小田原百貨店 南足柄店 南足柄市 狩野１２３ ショッピング

小田原百貨店 大雄山店 南足柄市 関本５６９　ヴェルミ２ ショッピング

Figaro 厚木市 中町２丁目２－８　厚木センタ－ビル２Ｆ 飲食店

焼肉わがんせ 厚木市 中町２丁目７－５　ワミレスヒカリビル１Ｆ 飲食店

クッチ－ナ　イタリア－ナ　ヨシノ 厚木市 旭町１丁目１７－１２　レジディア本厚木１Ｆ 飲食店

天政 厚木市 中町３丁目１－７　 飲食店

カフェ・ジャルダン 厚木市 七沢１３５９－１　 飲食店

カフェガーデンサンフェイス 厚木市 中町１丁目８－４　メスティ１Ｆ 飲食店

自然薯 ･ 地魚 kai 厚木市 旭町１丁目８－１３ 飲食店

Good　Aging　Store 厚木市 中町２－７－１６　内田ビル　１Ｆ 飲食店

DA　Butchers 厚木市 中町２－９－１７　プレシス本厚木パークフロント　１Ｆ 飲食店

インドカレー BOMBAY 本厚木駅前店 厚木市 中町３－１８－１４　１Ｆ 飲食店

安楽亭　厚木船子店 厚木市 船子６４－１ 飲食店

叙々苑　厚木店 厚木市 泉町３－１４ 飲食店

薫風　本厚木店 厚木市 泉町３－１４　東友ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

UL 十 Ra 厚木市 泉町３－１４　東友ビル　１Ｆ 飲食店

フィーコディンディア 厚木市 旭町１－２４－１６ 飲食店

IDENCHI 厚木市 中町２－１－２　南武ビル２Ｆ 飲食店

オーシャンバル 地中海酒場 パラッツォビアンコ 厚木市 中町２－７－２２　第二中町二丁目ビル２Ｆ 飲食店

CHEAPTown 厚木市 中町４－１６－６　桂ビル　２Ｆ 飲食店

西洋懐石じょ里ぃ 厚木市 旭町１－３２－１４ 飲食店

旬の郷 厚木市 中町４－４－１５　厚木 TM ビル２Ｆ 飲食店

ワインサロン オテッロ 厚木市 旭町１－２３－４ 飲食店

厚木シロコロホルモン千代乃 厚木市 旭町１－２３－１　永野ビル　１Ｆ 飲食店

コーラスライン V 厚木市 旭町１－１－４　松岡ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

BEACH TREE 厚木市 中町２－１２－３　和田ビル　１０２号 飲食店

南蛮屋ガ－デン 厚木市 下依知１－１－１ 飲食店

まさのすけ本店 愛甲石田 厚木市 愛甲３－８－１ 飲食店

玄品 本厚木店 厚木市 中町２－１２－３　和田ビル　１Ｆ 飲食店

SUNSET 厚木市 中町２－７－１６　内田ビル２Ｆ 飲食店

ILCIHANTI 本厚木店 厚木市 中町４－１６－６－１０３ 飲食店

和彩 扇翠 厚木市 中町２－１－２ 飲食店

慶福楼本厚木店 厚木市 泉町４－１７　高谷ビル 飲食店

都鮨 厚木市 中町３－１８－１４　第一会田ビル１Ｆ 飲食店
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対象加盟店リスト

［神奈川県その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

Figaro 厚木市 中町２－２－８　厚木センタービル　２Ｆ 飲食店

インドカレー BOMBAY 厚木市 水引１－１７－１７　１Ｆ 飲食店

しゃぶしゃぶ山水 厚木市 旭町１－２６－４　スターチスビル１Ｆ 飲食店

レストラン栗の里 厚木市 山際５５４－１ 飲食店

焼肉の田口 恩名店 厚木市 恩名２－６－５ 飲食店

焼肉韓陽苑 本厚木店 厚木市 寿町２－１－２８　１Ｆ 飲食店

やきとり工房本厚木店 厚木市 中町２－３－１ 飲食店

焼肉きんぐ厚木店 厚木市 恩名１－８－５ 飲食店

アストロプロダクツ 厚木店 厚木市 中依知３２６ ショッピング

Hair ＋ Face GreenPeace 厚木市 愛甲９９７－８ サービス

ゴッドハンズ 厚木市 愛甲１－４－１９　石井ビル　２Ｆ サービス

アップガレージホイールズ厚木インター店 厚木市 岡田４－２７－３４ ショッピング

ASANTE 厚木市 中町２－４－１４　本厚木ヒルズ４Ｆ サービス

godhandsAVAN 厚木市 恩名１－３－１７ サービス

Aguhaircentral 本厚木 厚木市 中町３－１－２　はまやビルＡ館　２Ｆ サービス

フルラ－ジュ 厚木市 中町２－９－１２　喜久屋ビル　２０２ サービス

ともこといさむの店 厚木市 妻田北３－１３－３ サービス

ロペ本厚木店 厚木市 中町４－２－３　ライズ中町ビル３Ｂ サービス

LUCK 本厚木 厚木市 中町３－５－１５　進晴ビル サービス

染屋 厚木市 妻田西２－１５－３０ サービス

ポルトアズール 厚木市 中町２－１０－５　２Ｆ サービス

プロショップ東名厚木インタ－店 厚木市 船子２５２ ショッピング

LianbyAllure 厚木市 旭町１－１－３　本厚木南口ビル２Ｆ サービス

STYLE 本厚木 厚木市 中町３－１－２４　吉村ビル　Ｂ１Ｆ サービス

LetizbyONE’s 厚木市 中町３－５－１５ サービス

MODEK’samyu 厚木店 厚木市 中町２－１２－１５　アミューあつぎ　１Ｆ－１０３ サービス

ディア・アアルト 本厚木駅前店 厚木市 旭町２－１－６ サービス

サヴォイ本厚木店 厚木市 中町２－８－６　中町ビル　１Ｆ サービス

hair ＆ spaailes 厚木市 中町４－１０－４　厚木グリーンコーポ１０３ サービス

SUPER RAG 厚木市 中町４－１－９ ショッピング

メガマックス 厚木店 厚木市 戸室５－３１－１　アツギトレリス　１Ｆ ショッピング

（株）マガキ 厚木〔営〕 厚木市 山際８４８－６ ショッピング

宗家源吉兆庵 厚木妻田店 厚木市 妻田西１－２２－１０ 飲食店

厚木ハム 厚木市 及川１１４２－１ ショッピング

フルコンプ本厚木店 厚木市 中町２－１－７　藍澤ビル５Ｆ ショッピング

岩崎人形総本店 厚木市 厚木町３－７ ショッピング

オネスト・ワン 東名厚木店 厚木市 酒井３１８４ ショッピング

エレガンス・フラワー 厚木市 中町３－１－７　中三ビル　１Ｆ ショッピング

桃太郎王国本厚木店 厚木市 中町２－６－５　オーイズミフーズビル　２Ｆ ショッピング

コンディトライ雅藤 厚木市 寿町２－２－１４ 飲食店

Halal Mart 厚木市 関口８５２－９ ショッピング
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（株） 肉の田口 厚木市 水引１－１５－１２ ショッピング

H・R・トレーディング株式会社 厚木市 旭町３－１５－１４－１０４ ショッピング

からやま本厚木 厚木市 中町２－６－２０　人の森本厚木中町ビル　１Ｆ 飲食店

かつや神奈川厚木船子店 厚木市 船子宇ノ根１２３７－１ 飲食店

夢未市 厚木市 温水２５５ ショッピング

JA あつぎ グリーンセンター 厚木市 及川１１６１－１ ショッピング

たからやフレサ上荻野店 厚木市 上荻野７９６－１ ショッピング

マイカイ 大和市 大和東３丁目１－４　山根ビル３階 サービス

トトモズキッチン 大和市 鶴間２丁目７－１４　 飲食店

Joias 大和市 中央林間４丁目５－９　 サービス

17：31 大和市 大和東１丁目１１－２５　 飲食店

シンセツ電気 大和市 南林間６丁目２３－２５ ショッピング

エステ アイリス 大和市 西鶴間２丁目４－１８ サービス

安楽亭　大和店 大和市 深見台４－１５－１ 飲食店

横浜うかい亭 大和市 つきみ野６ー５－２ 飲食店

フォルクス　大和店 大和市 深見台１－１－３ 飲食店

大和甲羅本店 大和市 深見西３－３－３１ 飲食店

中国料理　北京飯店 大和市 中央２－４－１８ 飲食店

オールドヒッコリー大和桜ヶ丘 大和市 上和田１７７０－１ 飲食店

玄品　南林間 大和市 南林間２－１１－１６　ニューシティーレジデンス南林間　１Ｆ 飲食店

居酒屋にこや 大和市 中央林間４－１７－１　高橋ビル　１Ｆ 飲食店

株式会社 九つ井 大和店 大和市 下鶴間２２４９ 飲食店

鉄龍山 つきみ野店 大和市 下鶴間５２２－１ 飲食店

ビストロ・ラ・タ－ブル 大和市 中央林間４－１７－４　太陽ビル　１Ｆ 飲食店

独楽寿司 大和店 大和市 桜森２－２６－１３ 飲食店

がってん寿司中央林間店 大和市 下鶴間１５９９－２ 飲食店

OsteriaeBarELBA 大和市 大和東１－６－１２　セドナビル１Ｆ 飲食店

GOLDSTEAK 大和市 南林間２－１９－５ 飲食店

とんでん 大和店 大和市 深見台１－１２－２４ 飲食店

とんでん つきみ野店 大和市 つきみ野４－１２－３ 飲食店

大乃寿司 南林間店 大和市 南林間１－１９－１７ 飲食店

らーめん銀家 大和店 大和市 上和田７４６－１ 飲食店

カルビ屋大福中央林間店 大和市 下鶴間１６００－１ 飲食店

や台ずし 大和町 大和市 大和南１－５－２ 飲食店

焼肉名門 大和市 中央１－１－１１ 飲食店

ぎゅうぎゅう王桜苑 大和市 大和南２－１－１　大和中央ビル１Ｆ 飲食店

焼肉 そう太 大和市 大和東３－５－１７ 飲食店

炭火焼肉しんき 大和市 上和田７４６－１ 飲食店

とり右ゑ門 大和市 大和東１－４－８　グランドールイエスタ１０１ 飲食店

焼肉きんぐ大和下和田店 大和市 下和田７２９－１ 飲食店

cutting space BOON 大和市 つきみ野４－５－１ サービス
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ラ コワフェル ド エクセル 中央林間店 大和市 中央林間６－１－１８ サービス

produce 南林間 大和市 南林間４－６－１９　SEIKO ビル１Ｆ サービス

KENJE 南林間 大和市 南林間１－８－７　長谷川第二ビル サービス

Appias 大和店 大和市 中央１－２－５ サービス

ヘアーサロンナンバーワン・クラブ 大和市 上和田１８２４ サービス

LIA by KENJE 大和市 中央林間３－１１－１１　パンジィＦ８　１Ｆ サービス

Fits 大和市 渋谷５－２２　ＩＫＯＺＡ　２Ｆ サービス

美容室 TIME 鶴間店 大和市 西鶴間３－１３－１８　ハイツビクトリー　１Ｆ サービス

Ric by KENJE 大和市 渋谷５－２２　ＩＫＯＺＡ　２Ｆ サービス

FrohforBeautybar 大和市 大和南１－６－１２　大島ビル１Ｆ サービス

LOOOKS 中央林間 大和市 下鶴間１５５０－１　パストラル中央林間１０５ サービス

TORCH hair ＆ headspa アス 大和市 中央４－２－２　大和駅前ビル１Ｆ サービス

ト－チ　銀座通り本店 1 大和市 大和南１－３－３ サービス

HARRODS － hair 大和市 南林間１－１６－５ サービス

PRINTEMPS 大和店 大和市 中央２－３－１９　ウエストビル１Ｆ サービス

HAIRSPRAY 中央林間 大和市 中央林間八－２５－８　ラプラ中央林間２Ｆ サービス

ふじや商店 大和市 大和東１－５－４ ショッピング

横浜園 大和店 大和市 大和東１－１－１ ショッピング

くまざわ書店 大和鶴間店 大和市 下鶴間１－３－１　イトーヨーカ堂大和鶴間店　３Ｆ ショッピング

ブックポート 203 大和店 大和市 大和東１－２－１　大和スカイビル　１Ｆ ショッピング

くまざわ書店 大和店 大和市 大和東１－１－１　大和プロス　３Ｆ ショッピング

リサイクルガーデン 大和店 大和市 上草柳６－１８－１５ ショッピング

1696 GP 東急ストア中央林間 2F 大和市 中央林間４－１２－１ ショッピング

ドンドンダウンオンウェンズディ 大和店 大和市 大和南２－１０－８ ショッピング

自然食品の店ヘルスロード 大和市 中央５－１４－２　あすろーどパーキングビル　１０３ ショッピング

東京ガスライフバル相模大和 大和市 鶴間２－１２－１５ ショッピング

ヴェリィヴェリィ 大和市 中央林間４－１２－１　東急スクエア　２Ｆ ショッピング

ゼスト大和店 大和市 深見東３－５－２ ショッピング

日本橋屋長兵衛 大和駅ビルプロス 大和市 大和東１－１－１ 飲食店

coca 中央林間店 大和市 中央林間４－１２－１　東急中央林間東急スクエア　３Ｆ ショッピング

メゾンジブレー 大和市 中央林間４－２７－１８ 飲食店

太田屋 大和市 下和田１１８１　佐藤ビル ショッピング

ピザハット大和深見台店 大和市 深見台１－７－２９ ショッピング

かつや神奈川大和店 大和市 深見東３－１－１２ 飲食店

かつや神奈川つきみ野店 大和市 つきみ野２－９－６ 飲食店

JA さがみ グリーンセンター渋谷 大和市 福田２０２１ ショッピング

YaokuniSelect 大和店 大和市 大和東３－１－６　ＪＭビル　１Ｆ ショッピング

業務スーパー 大和店 大和市 下鶴間２７６７－３ ショッピング

業務スーパーやまか大和中央店 大和市 中央４－１３－５ ショッピング

モダンタイムス 大和市 大和東１－７－２４　プリムローズ大和館２Ｆ サービス

Eternal Bonds 大和市 南林間２－１１－５ＭＫフォルテ南林間ビル５Ｆ ショッピング
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浜ゆう 小田原市 江之浦４０８　 飲食店

千両寿司 小田原市 浜町３丁目１－４０　 飲食店

ピッツェリア & ワインバールスリング 小田原市 栄町２丁目５－１８　松本ビル２Ｆ 飲食店

スパッツレトロ 小田原市 栄町１丁目３－１３　第２報徳ビルＢ１ 飲食店

補聴器プラザ小田原 小田原市 栄町３丁目２１－１ ショッピング

株式会社ケーティーシー 小田原市 小台４３－６ ショッピング

びっくりドンキー小田原店 小田原市 前川１２０ 飲食店

活魚料理　浜ゆう 小田原市 江之浦４０８ 飲食店

南鴨宮甲羅本店 小田原市 南鴨宮２－４１－２ 飲食店

マカロニ市場 小田原市 酒匂４－１３－３３ 飲食店

スエヒロ館　小田原店 小田原市 飯泉５４３ 飲食店

そば茶屋矢秀庵 小田原市 成田８０７－２ 飲食店

ポルトイルキャンティ 小田原市 早川１－６－５ 飲食店

だるま料理店 小田原市 本町２－１－３０　１Ｆ 飲食店

そば季寄季作久 小田原市 江之浦１３３－６ 飲食店

グリル KONOMI 小田原市 本町１－１１－９ 飲食店

食事とみやげのお店 浜屋 小田原市 米神４４－４　浜屋 飲食店

MORI － MESHI 小田原 小田原市 栄町２－８－５　錦ビル　１Ｆ 飲食店

Ilmare 小田原市 早川１－１１－６ 飲食店

和牛屋 小田原市 栄町３－１－１０ 飲食店

Morizo 小田原市 栄町１－１１－１１　１Ｆ 飲食店

Castellonuovo 小田原市 城山１－６－３２　志澤ビル 飲食店

福満園小田原店 小田原市 中里１３１－１１ 飲食店

小田原ホルモン源屋 小田原市 栄町２－５－１ 飲食店

わらべ菜魚洞 小田原市 早川１－５－４ 飲食店

湘南パンケ－キ小田原本店 小田原市 本町２－６－１　高井ビル　２Ｆ 飲食店

勝寿司 小田原市 南町１－４－２２ 飲食店

ふらんす亭 小田原店 小田原市 栄町２－９－７ 飲食店

がってん寿司小田原店 小田原市 国府津２７１０－１ 飲食店

SEA GREEN CAFE 小田原市 柳新田５３－１０ 飲食店

入船小田原駅前店 小田原市 栄町２－１－２９　グリーンビル１～ 3 Ｆ 飲食店

正庵 小田原市 本町１－９－２９ 飲食店

菜の花ヴィレッジ ムーンカフェ 小田原市 栄町１－１－７　ＨａＲｕＮｅ小田原内 飲食店

うな和 小田原市 国府津２－８－１ 飲食店

とろせい 小田原市 城山１－６－３０ 飲食店

田むら銀かつ亭ハルネ小田原店 小田原市 栄町１－１－７　ハルネ小田原 飲食店

れんが屋 小田原市 江之浦４００－４ 飲食店

四季料理 右京 小田原市 本町４－３－２９ 飲食店

ゆず庵 小田原店 小田原市 鴨宮宝町６３９－１ 飲食店

ギョアン 小田原市 栄町２－３－１３　岩元ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉 しゃぶしゃぶ 慶州苑 小田原市 栢山２６３１－１ 飲食店
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魚力食堂 小田原店 小田原市 栄町１－１－９　ラスカ小田原店　１Ｆ 飲食店

漁師めし食堂 小田原市 早川１－４－８ 飲食店

海舟 早川漁村店 小田原市 早川１－９－６ 飲食店

海鮮問屋ふじ丸本店 小田原市 下大井４７２－１ 飲食店

海鮮問屋ふじ丸小田原駅前店 小田原市 栄町２－７－２ 飲食店

炭火焼肉快小田原駅前店 小田原市 栄町２－７－２ 飲食店

居酒屋 金時 小田原市 栄町１－２－２５　茂原ビル　１Ｆ 飲食店

北条焼肉センター 小田原市 栄町１－１４－５４　込山ビル　２Ｆ 飲食店

串焼き いわた 小田原市 栄町２－１３－１０　タカナシビル　１Ｆ 飲食店

焼肉きんぐ小田原酒匂店 小田原市 西酒匂１－３－４３ 飲食店

焼肉きんぐ 小田原成田店 小田原市 成田４８１ 飲食店

flammeum 小田原 小田原市 栄町１－２－８　八百源ビル　２Ｆ サービス

leali by KENJE 小田原市 栄町１－１４－１０　石見屋ビル サービス

アストロプロダクツ 小田原店 小田原市 小八幡３－９－４８ ショッピング

hair shop musee 小田原市 栄町２－１３－１０　タカナシビル　１Ｆ サービス

CAPA 小田原 小田原市 栄町１－１４－５２　ＭＡＮＡＸビル サービス

Shan Nail Care Salon 小田原市 中里４８－２　ルーデンス　１Ｆ サービス

Hair Defi 小田原市 鴨宮２６２ サービス

アップガレージ小田原東インター店 小田原市 成田１５５－１ ショッピング

design & relaxation Log Hair 小田原市 小八幡７６６－７ サービス

美容室 ムー 小田原市 城山３－７－４５　槻坂ビル　１Ｆ サービス

パティスリーガロパン 小田原市 成田２９４－３ 飲食店

（株）稲妻屋 小田原市 寿町２－５－２０ ショッピング

一夜城 Yoroizuka Farm 小田原市 早川１３５２－１１０ 飲食店

江島 小田原市 栄町２－１３－７ ショッピング

スウィート・ベリー 下堀店 小田原市 下堀９５－１ 飲食店

スウィート・ベリー 久野店 小田原市 久野７１－４ 飲食店

花政 小田原市 栄町２－１１－２３ ショッピング

どらやき屋・菜の花 小田原市 本町２－７－５ 飲食店

文具のブンゾウ 小田原店 小田原市 酒匂１０５４－１ ショッピング

クラスティーナ小田原ダイナシティ店 小田原市 中里２０８　小田原ダイナシティウエスト２Ｆ ショッピング

西湘菓子工房 樫の樹 小田原市 曽比２２０９－１ 飲食店

籠清本店 小田原市 本町３－５－１３ ショッピング

籠清駅前店 小田原市 栄町１－２－９ ショッピング

籠清江の浦店 小田原市 江の浦４０７ ショッピング

まぐろや 小田原市 早川１－６－１　小田原さかなセンター内 ショッピング

田中屋 HaRuNe 小田原店 小田原市 栄町１－１－７　ＨａＲｕＮｅ小田原Ｄ－８ ショッピング

東華軒 小田原駅新幹線待合売店 小田原市 城山１－１－１ ショッピング

有限会社カネタ前田商店 小田原市 早川２－４－３ ショッピング

エムオーエー商事 小田原店 小田原市 城山１－６－２６ ショッピング

漁村かねよし 小田原市 早川１－９－６ ショッピング
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えれんなごっそ 小田原市 風祭２４５ 飲食店

千世倭樓 美蔵 小田原市 風祭５０ 飲食店

かつや 小田原 小田原市 飯泉１６５－１ 飲食店

JA かながわ西湘 朝ドレファ～ミハルネ店 小田原市 栄町１－１－７ ショッピング

小田原百貨店 板橋店 小田原市 板橋８３－１ ショッピング

小田原百貨店 寿町店 小田原市 寿町１－２－２４ ショッピング

小田原百貨店 パントリー栢山店 小田原市 栢山４０３－２ ショッピング

さえんふーず久野店 小田原市 久野７５３－４ ショッピング

さえんふーず蛍田店 小田原市 蓮正寺３５２－１ ショッピング

odawarachinese 昇玉 小田原市 栄町２－８－５　錦ビル　２Ｆ 飲食店

美好屋 川崎市中原区 上平間１９０　 飲食店

Kitchen　HIRO 川崎市中原区 新城２丁目３－１１　 飲食店

メンズショップダンディ 川崎市中原区 木月１丁目３０－３０　 飲食店

川崎 珍福林 川崎市中原区 北谷町８ミレニア－ム１階 飲食店

GHBP FACTORY 川崎市中原区 上小田中３丁目２１－１８志村ビル１Ｆ ショッピング

チョット ソコ 川崎市中原区 新城３丁目１６－６第二ＴＳビル１Ｆ 飲食店

卯月 川崎市中原区 今井南町２１－２８ 飲食店

ブレーメン通り富士見庵 川崎市中原区 木月１－３０－２２　みどりやビル　１Ｆ 飲食店

銀座コージーコーナー　元住吉店 川崎市中原区 木月１－２６ー１１ 飲食店

サラダ＆キッチンチキ 川崎市中原区 新丸子東１－８３０ 飲食店

宝珍楼 川崎市中原区 新丸子東１－８３１ 飲食店

IL VENTO 川崎市中原区 小杉町３－２０－２　アドヴァンス武蔵小杉１Ｆ 飲食店

鉄重元住吉店 川崎市中原区 木月１－３０－３１ 飲食店

ロース焼肉専門店北京 川崎市中原区 下沼部１９０５－１３ 飲食店

酒場雷電 川崎市中原区 新丸子町７６９－２　サンリュミエＳＥＩＫＯＨ　２Ｆ　Ｂ店舗 飲食店

鮮度の極み魚もつうおもつ 川崎市中原区 新丸子町９１５－８ 飲食店

レストラン ミュー 川崎市中原区 今井南町４０５－１ 飲食店

T8 ステ－キハウス武蔵小杉 川崎市中原区 市ノ坪６６－２ 飲食店

uchida － tei 川崎市中原区 新丸子東２－８９７－３１ 飲食店

丸子屋 川崎市中原区 新丸子町９１１－１　ユニ－ブル小杉　１Ｂ 飲食店

なご美寿し 川崎市中原区 木月４－３１－１０　KS 元住吉１Ｆ 飲食店

すし勘本店 川崎市中原区 新城４－４－２ 飲食店

うなぎ安川 川崎市中原区 新丸子町６４８－７ 飲食店

しゃぶしゃぶ くりりん 川崎市中原区 小杉町３－４２８　山協ビル　２Ｆ 飲食店

プレミアム和牛の店 味蔵の杜 川崎市中原区 木月１－２４－２７ 飲食店

HanaCAFE nappa69 川崎市中原区 新丸子東１－９８３－１ 飲食店

コスギカフェナッパロッキュ－ 川崎市中原区 小杉町３－６００　Ｋｏｓｕｇｉ３ｒｄＡｖｅｎｕｅ　２０２－２ 飲食店

ヒラソル 川崎市中原区 小杉御殿町２－４２　亜衣フラット武蔵小杉　１Ｆ 飲食店

花天 元住吉店 川崎市中原区 木月住吉町１２－１ 飲食店

FRO カフェ 川崎市中原区 新丸子町１００８－２ 飲食店

一番喜龍 川崎市中原区 小杉町３－６００　小杉３ｒｄＡＶＥＮＵＥ　１Ｆ　区画１０５ 飲食店
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北一倶楽部 武蔵中原店 川崎市中原区 上小田中６－１７－１１ 飲食店

猿田彦珈琲 武蔵小杉店 川崎市中原区 小杉町２－２７６－１ 飲食店

OSIOSOTTO 川崎市中原区 今井南町２－４３　南町コーポラス１Ｆ 飲食店

和食と立ち喰い寿司のナチュラ 川崎市中原区 小杉町３－４４６－４ 飲食店

SCHMATZ 武蔵小杉店 川崎市中原区 新丸子町９６４－３ 飲食店

すし銚子丸武蔵小杉店 川崎市中原区 上丸子山王町２－１３８４－１ 飲食店

すし銚子丸川崎中原店 川崎市中原区 下新城３－１５－２０　下新城ＩＫビル　１Ｆ 飲食店

加賀料理杉の家やまぐち 川崎市中原区 丸子通１－６５３ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご元住吉店 川崎市中原区 木月２－４－６－１０１ 飲食店

全力鶏 川崎市中原区 小杉町３－４４１－１７　小杉Ｍビル　６Ｆ 飲食店

焼肉チョモランマ 武蔵小杉店 川崎市中原区 小杉町３－４４１－１７　小杉Ｍビル　６Ｆ 飲食店

あぶりや○子 川崎市中原区 新丸子東１－８３１ 飲食店

つり魚海ほう 川崎市中原区 新丸子東２－９０７　コーポ四季 飲食店

ホルモンしろ新丸子店 川崎市中原区 新丸子町７４０　おかのビル３Ｆ 飲食店

YAKINIKURESTAURANT えい 川崎市中原区 新丸子東１－７８１　新丸子 STM ビル２０２ 飲食店

焼肉ジナン 川崎市中原区 中丸子５７１ー１３ 飲食店

海鮮問屋浜の玄太丸 川崎市中原区 小杉町３－４２８　小杉山協ビル１Ｆ 飲食店

鉄板焼でんすや 川崎市中原区 丸子通２－６８２　角田ビル１Ｆ 飲食店

居酒屋ごらん武蔵小杉店 川崎市中原区 小杉町３－４３０　黒田産業ビルＢ１Ｆ 飲食店

USHIHACHI 武蔵小杉店 川崎市中原区 小杉町３－４４６－４ 飲食店

焼肉屋くいどん中原店 川崎市中原区 上小田中６－１８－３ 飲食店

焼肉屋くいどん新城店 川崎市中原区 新城１０１８ 飲食店

焼肉屋くいどん極亭武蔵小杉店 川崎市中原区 新丸子町９１５－１ 飲食店

焼肉慶 川崎市中原区 丸子通１－６３６－１０２ 飲食店

炭火串焼きどり 川崎市中原区 木月２－８－２　ウイング元住吉１Ｆ 飲食店

焼肉名菜福寿小杉店 川崎市中原区 小杉町１－４０３　武蔵小杉タワープレイス２Ｆ 飲食店

小杉ホルモン 川崎市中原区 今井南町２１－３０ 飲食店

とりいちず武蔵小杉店 川崎市中原区 小杉３－４４５ 飲食店

居酒屋ハイカラしゅのいち 川崎市中原区 木月２－７－１　２Ｆ 飲食店

やきとり工房武蔵小杉店 川崎市中原区 小杉町１－４０３　Ｂ１Ｆ 飲食店

肉汁餃子あじくら 川崎市中原区 上新城２－９－３ 飲食店

銀だこ大衆酒場 元住吉店 川崎市中原区 木月１－３１－１ 飲食店

さかなの台所 オリエンタル 川崎市中原区 木月２－７－２３　プランドール元住吉　１Ｆ 飲食店

小杉タイヤ販売 本店 川崎市中原区 小杉御殿町２－６８ ショッピング

ラフアンドロードモーターサイクルズ川崎店 川崎市中原区 木月１５６４－３ ショッピング

フォルム・アージュ 川崎市中原区 新丸子町７４１　ベルテ KANO １Ｆ サービス

HAIRCALM 武蔵小杉店 川崎市中原区 新丸子町９２１－１　ホームズムサシコスギ１０１ サービス

Bench 川崎市中原区 小杉御殿町１－９７３ サービス

AtelierJDPARIS 武蔵新城店 川崎市中原区 上新城１－１－２　Ｇｒａｃｉａｓ武蔵新城２　１Ｆ サービス

シェルジュ新丸子店 川崎市中原区 新丸子町７４４－８ サービス

LOKKI 川崎市中原区 今井南町４６４－１　エスコートレジデンス　１０１ サービス
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Lechelle Garden 川崎市中原区 小杉町３－４３０　小杉駅前ビル　５Ｆ サービス

ほぐしサロン武蔵新城店 川崎市中原区 新城５－１－１　ウィステリアＡ　７Ｆ サービス

FUGA hair 川崎市中原区 木月２－１９－７　バサラハイツ　１Ｆ サービス

Rosy by FUGA 川崎市中原区 木月２－１８－３　古尾谷ビル　１０１ サービス

SECILB 武蔵小杉 川崎市中原区 新丸子東２－８９７－１１　ラポ－ル新丸子　１０４ サービス

LINDA 川崎市中原区 木月３－１１－２７　第二ウッドム－ン　１Ｆ サービス

hygge tcs 川崎市中原区 木月２－７－２５　レフィナー元住吉　１Ｆ サービス

BleNd 川崎市中原区 上小田中６－１９－７　グルワール中原　１Ｆ サービス

BURAIhair 川崎市中原区 新丸子町９７３－５ サービス

Cloemusashikosugi 川崎市中原区 市ノ坪１２８－１　PRIMASK 武蔵小杉１Ｆ サービス

プリンシア 川崎市中原区 小杉町３－１５０１－７　セントア武蔵小杉 サービス

Neolive em 川崎市中原区 木月１－３０－２４　１Ｆ サービス

AUBEhairfeliz 元住吉店 川崎市中原区 木月１－２９－２０　内田ビル　２０１ サービス

ズール 新城店 川崎市中原区 新城１－１２－１８ サービス

NEUTRAL DOOR 川崎市中原区 新丸子東３－９４６－３　ＭＫファーストビル　２Ｆ サービス

Cifer 川崎市中原区 小杉町１－５２８－３　ロ－ゼンハイム　１Ｆ サービス

AUBEhairpinot 武蔵小杉店 川崎市中原区 小杉町３－１３　藤田貸事務所　１Ｆ サービス

LATTE 武蔵小杉 川崎市中原区 新丸子東２－９２５　パルテンザ武蔵小杉　１Ｆ　１ サービス

teeta 川崎市中原区 新丸子東２－８９８－１　Ｍグランデ新丸子　１Ｆ サービス

hair trees 武蔵小杉 川崎市中原区 新丸子東２－９２６　石澤ビル サービス

cute 川崎市中原区 木月１－２９－１０ サービス

MILLORLOUNGE 川崎市中原区 新丸子東２－９０７－２２　及川ビル１Ｆ サービス

caren by neolive 川崎市中原区 新丸子東２－８８６ サービス

acrosshairdesign 武蔵小杉 川崎市中原区 新丸子町９１５－４　飯田ビル　２Ｆ サービス

T．C．SPACE 新城店 川崎市中原区 新城３－１－１５　２Ｆ サービス

たけくま酒店 元住吉店 川崎市中原区 木月３－１０－１７ ショッピング

住吉書房元住吉店 川崎市中原区 木月１－２２－７ ショッピング

住吉書房新丸子駅前店 川崎市中原区 新丸子町７４０ ショッピング

タマイ丸子橋店 川崎市中原区 丸子通１－６６０－３ ショッピング

はら酒店 川崎市中原区 新城３－１－１ ショッピング

TFC 小杉店 川崎市中原区 小杉町１－４０３　武蔵小杉タワープレイス　１Ｆ ショッピング

はんこ屋さん 21 武蔵小杉店 川崎市中原区 小杉町１－４０３　武蔵小杉タワープレイス１Ｆ ショッピング

蜂の家 元住吉店 川崎市中原区 木月１－２４－１３ 飲食店

ボウクス（株）川崎本店 川崎市中原区 木月４－２８－８ ショッピング

バルクフーズ新丸子店 川崎市中原区 新丸子町７６９　白井ビル　１０３号室 ショッピング

ここに決めた 川崎市中原区 木月２－５－１４　ＫＭＧビル　１Ｆ ショッピング

魁力屋川崎新城店 川崎市中原区 新城中町３６６－１ 飲食店

からやま元住吉店 川崎市中原区 木月１－３３－１ 飲食店

CAFE de CRIE 武蔵小杉 川崎市中原区 新丸子東３－１１００－１４ 飲食店

マルダイ 宮内店 川崎市中原区 宮内４－７－９ ショッピング

業務スーパー 中原店 川崎市中原区 下小田中３－２９－１２ ショッピング
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大野屋 元住吉店 川崎市中原区 木月１－３１－２０ ショッピング

HairMake シェリール 川崎市中原区 上小田中６－１９－１０　白井ビル　２Ｆ サービス

富永屋 川崎市中原区 木月住吉町５－７　細田ビル　１Ｆ ショッピング

katachi 新丸子店 川崎市中原区 新丸子東１－８２７　Ｙ・Ｍ新丸子２Ｆ サービス

ヒカリプラザ向ヶ丘店 川崎市多摩区 登戸２６９８　 ショッピング

cafe ゆい～と 川崎市多摩区 西生田１丁目４－６　カサデシライ１－２０６ ショッピング

亜細亜食堂　ミルチ 川崎市多摩区 生田７丁目７－２，１Ｆ　福原ビル 飲食店

七輪房　稲田提店 川崎市多摩区 菅４－１５－８ 飲食店

安楽亭　川崎生田店 川崎市多摩区 生田２－１４ 飲食店

スエヒロ館　川崎生田店 川崎市多摩区 生田３－３－５ 飲食店

手打ちそば　登喜和屋 川崎市多摩区 登戸１９１７－１ 飲食店

ヒッコリーファーム登戸 川崎市多摩区 登戸３２５３ 飲食店

爐ばた 川崎市多摩区 登戸３１８７ 飲食店

サンジョルジョ 川崎市多摩区 登戸１８９３ 飲食店

イタリアン＆ワイン Bambu 稲田提駅前 川崎市多摩区 菅４－２－１　マルコンポナール２　２０２ 飲食店

ESOLA 登戸店 川崎市多摩区 登戸新町４０９　オータムフォリエージ１Ｆ 飲食店

中華居酒屋ダイニング鮮藍坊 川崎市多摩区 登戸３４６７－１橘ビル２Ｆ 飲食店

BEDFORD AVE CAFE 川崎市多摩区 登戸１８９１　第三井出ビル　２Ｆ 飲食店

遊園肉流通センタ－ 川崎市多摩区 登戸２７３７－１ 飲食店

ItalianBambu 久地 川崎市多摩区 堰３－５－７　たつみビル　１Ｆ 飲食店

とんでん 宿河原店 川崎市多摩区 宿河原６－１９－１３ 飲食店

ホルモン番長 もつ関ちゃん 川崎市多摩区 登戸３４０２ 飲食店

美容室 フォルトゥーナ 川崎市多摩区 菅３－６－６　フレグランス稲田堤１０２ サービス

Soforhair 川崎市多摩区 登戸１８３１－１　メビウス１０１ サービス

ARTRUSH 川崎市多摩区 登戸２１３０－２　アトラスタワー向ヶ丘遊園２０５ サービス

RIKKA 川崎市多摩区 生田７－２－１４ サービス

Neolive cino 川崎市多摩区 登戸３３５１　ビオ・トープ　１Ｆ サービス

Neolive plus 川崎市多摩区 登戸２０６５　クロシェット　１Ｆ サービス

ZU － LU 稲田堤店 川崎市多摩区 菅４－１－４ サービス

LUMIE 川崎市多摩区 中野島３－１３－５ サービス

RuCOR． 川崎市多摩区 登戸１９１７　ピエ－ル登戸　２Ｆ サービス

bococa by KENJE 川崎市多摩区 登戸２６９８　クレール向ヶ丘 サービス

SPEA 向ヶ丘遊園店 川崎市多摩区 登戸１８７０　ＰＲＯＳＰＥＲ向ヶ丘　２Ｆ サービス

オクトーバー シュクガワラ 川崎市多摩区 宿河原３－１１－１８ サービス

Dino 川崎市多摩区 菅３－１３－３０ サービス

amour 川崎市多摩区 菅２－１－１４　チェリーハイムアンドウ１０１ サービス

アルゴー美容室デウテロン 川崎市多摩区 三田１－２８　ライブリー三田１０７ サービス

STYLE 読売ランド前 川崎市多摩区 西生田３－９－２７　ランド駅前ビル　２Ｆ サービス

REM － noborito － 川崎市多摩区 登戸２５６９－１　如文ビル　３Ｆ サービス

ズール 生田店 川崎市多摩区 生田７－２－１８　新昭ビル　２Ｆ サービス

パティスリーアノー宿河原店 川崎市多摩区 宿河原２－４－１６　ア・ボートルサンテ　１Ｆ 飲食店
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エスポア おりかわ 川崎市多摩区 登戸３４６５ ショッピング

ブックポート 203 中野島店 川崎市多摩区 中野島１－９－１ ショッピング

住吉書房登戸店 川崎市多摩区 登戸３３９８－１ ショッピング

グリーンパーク 川崎市多摩区 中野島６－２５－６ ショッピング

横浜書店中野島店 川崎市多摩区 生田３－４－６ ショッピング

モンタナ 川崎市多摩区 西生田３－９－２２ 飲食店

岡本太郎美術館ミュージアムショップ 川崎市多摩区 枡形７－１－５　岡本太郎美術館 ショッピング

ベーカリー Kuroneko 川崎市多摩区 生田２－３－１ 飲食店

ピザハット向ケ丘遊園店 川崎市多摩区 登戸１８２８－１ ショッピング

吉野家 小田急登戸駅店 川崎市多摩区 登戸３４３７－２ 飲食店

味の食彩館のぼりと 川崎市多摩区 登戸３４３５ ショッピング

トップニューヤヒロパルケ 稲田堤駅前店 川崎市多摩区 菅１－２－４ ショッピング

大野屋 長尾店 川崎市多摩区 長尾１－１６－７ ショッピング

gato by utata．．．ne 川崎市多摩区 生田２－１５－１５　１Ｆ サービス

（有）小島米店 川崎市多摩区 宿河原１－２０－１ ショッピング

レストランアプローズ 川崎市宮前区 鷺沼３丁目１３－４５　 飲食店

安楽亭　川崎初山店 川崎市宮前区 初山１－２２－１３ 飲食店

安楽亭　宮前平店 川崎市宮前区 土橋２－１－１６ 飲食店

和泉鮨　宮崎台店 川崎市宮前区 宮崎２－１２－１　プラザビル　Ｂ１０４ 飲食店

スエヒロ館　川崎宮前店 川崎市宮前区 馬絹１４４８ 飲食店

とうふ屋うかい　鷺沼店 川崎市宮前区 鷺沼１－１８－４ 飲食店

飛鳥川崎 川崎市宮前区 菅生２－１６－１　聖マリアンナ医科大学病院内 飲食店

サンクアロマ 川崎市宮前区 鷺沼３－１６－１ 飲食店

ティーハウスマユール 川崎市宮前区 宮崎２－３－１２－１０３ 飲食店

ItalianKitchenVANSAN 川崎市宮前区 鷺沼３－３－８　菅原スポーツビル　１Ｆ 飲食店

ピザハウスモッコ 東名川崎店 川崎市宮前区 土橋４－１０－２ 飲食店

LOTO CAFFE 川崎市宮前区 犬蔵２－６－２０　サンウィングタマプラ－ザ　１Ｆ 飲食店

とんかつ稲鷺沼店 川崎市宮前区 鷺沼１－１１－１　DIK １Ｆ 飲食店

プレミアムカルビ 宮前平店 川崎市宮前区 土橋２－６－１４ 飲食店

とりいちず酒場鷺沼店 川崎市宮前区 小台１－１７－５ 飲食店

メリーランド宮崎台 川崎市宮前区 宮崎２－８－４２　プルミエール２Ｆ サービス

カレントテックセンター 川崎市宮前区 水沢２－１７－１０ ショッピング

タイヤセレクト 246 さぎぬま 川崎市宮前区 鷺沼２－１７－１ ショッピング

エクセル美容室鷺沼店 川崎市宮前区 小台１－１９－５　東急鷺沼トエル　１Ｆ サービス

DieuHair 宮前平店 川崎市宮前区 宮前平１－１０－９ サービス

YLANG YLANG 川崎店 川崎市宮前区 宮崎６－９－６　東急宮前平ショッピングパーク　Ｃ－１０８ サービス

Aguhairlife 宮崎台駅前 川崎市宮前区 宮崎２－８－８　ＣＯＭＯＤＯ宮崎台　２Ｆ サービス

Aguhairbecky 鷺沼 川崎市宮前区 小台１－１７－５　サンマンション鷺沼　１０２ サービス

美容室 SAFARI 川崎市宮前区 鷺沼３－１６－１　べレ－ルたまプラ－ザ　１Ｆ サービス

ヘアメンテ H2O 川崎市宮前区 小台２－７－１９　ニューラポール１０３ サービス

OAK 鷺沼 川崎市宮前区 有馬１－１－１　トライアングルビル１－Ｅ サービス
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PatisserieNocoNoco 川崎市宮前区 菅生２－２３－１ 飲食店

（株）川崎植物卸売センター 川崎市宮前区 菅生ヶ丘１－１ ショッピング

KaBoS 宮前平店 川崎市宮前区 宮崎６－９－１ ショッピング

住吉書房宮崎台店 川崎市宮前区 宮崎２－１２－１ ショッピング

パティスリーレセルヌ 川崎市宮前区 有馬５－１－１６　ビバリーヒルズ　１０３ 飲食店

ハートインさくら Y ショップ 川崎市宮前区 菅生２－１６－１　聖マリアンナ医科大学病院内 ショッピング

宮崎台ムラタ 川崎市宮前区 宮崎２－８－９ ショッピング

菓子匠末広庵 宮前店 川崎市宮前区 宮崎３－１３－３５ ショッピング

セレサモス 宮前店 川崎市宮前区 宮崎２－１－４ ショッピング

すがや 川崎市宮前区 神木本町５－２－１６ ショッピング

Of HAIR 鷺沼店 川崎市宮前区 鷺沼３－１－２４　吉野ビル１Ｆ サービス

Of HAIR 宮前平店 川崎市宮前区 宮前平２－１５－１５　Ｂｒｉｌｌｉａ宮前平２Ｆ サービス

名門芝浦ホルモン楽 川崎市川崎区 京町３丁目２９－７　松澤ビル１階 飲食店

ビ－ンズ京町 川崎市川崎区 京町１丁目１０－１１　メゾンミ－ル１０２ 飲食店

お箸バー火蔵川崎店 川崎市川崎区 小川町２－１１　イノクマビル４階５階 飲食店

観行雲 川崎市川崎区 砂子２丁目６－４　ニッセイ第４ビル１Ｆ 飲食店

TREXKAWASAKIRIVERCAF 川崎市川崎区 殿町３－２５－１１　ＴｈｅＷＡＲＥＨＯＵＳＥ　１Ｆ 飲食店

安楽亭　川崎小田店 川崎市川崎区 小田２－４－１９ 飲食店

安楽亭　川崎南町店 川崎市川崎区 南町２１－６ 飲食店

焼肉レストラン東天閣　川崎本店 川崎市川崎区 浜町４－１２－５ 飲食店

うなぎ・割烹　大沼 川崎市川崎区 東田町８　パレールビル　１Ｆ 飲食店

スエヒロ館　川崎店 川崎市川崎区 貝塚１丁目３－１５ 飲食店

すし処　勘九郎 川崎市川崎区 砂子２－５－２２　高木ビル　１Ｆ 飲食店

魚浜 川崎店 川崎市川崎区 砂子２－９－１　参鳥居館Ｂ１Ｆ 飲食店

四川料理松の樹 川崎市川崎区 宮本町６－１１－１０１ 飲食店

すしざんまい　川崎店　2F 川崎市川崎区 砂子２－３－１９　天野屋ビル　１・２Ｆ 飲食店

千ちゃん 川崎市川崎区 砂子２－３－１２　第４０東京ビル　２Ｆ 飲食店

鉄板ダイニング Madoy 川崎市川崎区 砂子２－９－１　参鳥居館５Ｆ 飲食店

とん Q 川崎市川崎区 宮本町５－２ 飲食店

レーベ 川崎市川崎区 砂子２－７－１４　福福ヒビル　１Ｆ 飲食店

Cubeman 川崎市川崎区 本町１－９－７　１Ｆ 飲食店

チャオタイ川崎店 川崎市川崎区 駅前本町３－１　NOF 川崎東口ビルＢ１Ｆ 飲食店

炭火焼肉 七厘亭 川崎市川崎区 渡田１－１７－７ 飲食店

なっぱ juicy 川崎市川崎区 南町１６－７ 飲食店

cubebar 川崎市川崎区 砂子１－９－４ 飲食店

Bar 縁 川崎市川崎区 東田町９－２　イースト９ビル１Ｆ 飲食店

caffs 川崎市川崎区 砂子２－９－１１　あさひビル　３Ｆ 飲食店

ステ－キダイニングあさひや 川崎市川崎区 砂子２－９－１１　あさひビル　２Ｆ 飲食店

匠のダイニングバル K 川崎市川崎区 砂子２－１１－２５　丸滝砂子ビル　５Ｆ 飲食店

鮨匠 Sakura 川崎市川崎区 東田町４－４５　アップルビル　２Ｆ 飲食店

G．G．C 川崎店 川崎市川崎区 東田町５－１　市労連ビル　１Ｆ 飲食店



16 / 48

SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［神奈川県その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

焼肉ライク 川崎店 川崎市川崎区 砂子１－１－２１　川崎ヒロカワビル　１Ｆ 飲食店

完全個室居酒屋 星夜の宴 川崎市川崎区 砂子１－３－５　第一京浜ビル　４Ｆ 飲食店

Baumhaus SUN 川崎市川崎区 日進町３－４　ｕｎｉｃｏ　２Ｆ 飲食店

八丁おさやん！ 川崎市川崎区 日進町３４－４ 飲食店

CONA 川崎店 川崎市川崎区 砂子２－２－１　佐藤ビル１Ｆ 飲食店

寿司と肴 活はる 川崎市川崎区 大師駅前１－１４－３ 飲食店

BarFranc 川崎市川崎区 砂子２－９－２　日吉ビル３Ｆ 飲食店

小僧寿し さつき橋店 川崎市川崎区 大島１－４－２　クイーンポート　１Ｆ 飲食店

mEatESOLA ＆ ESOLA 川崎 川崎市川崎区 駅前本町４－７　ホリイビルＢ１Ｆ 飲食店

まるだい 川崎市川崎区 砂子１－４－９ 飲食店

小尾羊川崎店 川崎市川崎区 駅前本町３－３　ムラタヤビル４Ｆ 飲食店

川崎肉流通センタ－ 川崎市川崎区 貝塚１－１３－３ 飲食店

元祖からあげ本舗金太郎 川崎市川崎区 小川町１９－１０　ミリオン木下　１Ｆ 飲食店

焼肉 牛の城 川崎市川崎区 池田２－２－６　アルカサ－ル建昇　１０２ 飲食店

グリルロクマル 川崎市川崎区 大島４－２－２　大島マンション　１Ｆ 飲食店

TREXKAWASAKI 川崎市川崎区 殿町３－２５－１１　川崎キングスカイフロント東急ＲＥ１内 飲食店

餅陣 住吉 川崎市川崎区 大師町４－４５ 飲食店

きじま 川崎店 川崎市川崎区 駅前本町７　川崎モアーズ　８Ｆ 飲食店

とん吉 本店 川崎市川崎区 砂子２－６－１１ 飲食店

牛タン焼き専門店司分店鷹川崎店 川崎市川崎区 砂子２－１０－１　中野ビル　１０２ 飲食店

slash cafe ＆ bar 川崎市川崎区 砂子２－９－７ 飲食店

華景園東田町店 川崎市川崎区 東田町２－１０　ホワイトガーデン東田 飲食店

鉄板焼 katakago 川崎市川崎区 小川町１３－２０　川崎高木ビル１６　５Ｆ 飲食店

焼肉酒家福寿苑 川崎市川崎区 追分町１３－３ 飲食店

焼肉・韓国料理マダン 川崎市川崎区 東田町３－１３　工永ビル 飲食店

とりとんくん川崎 川崎市川崎区 砂子２－３－１６　川崎４０８ビル　３Ｆ 飲食店

魚屋 あらまさ 川崎店 川崎市川崎区 駅前本町１５－５　十五番館　Ｂ１ 飲食店

焼肉や とんちゃん亭 川崎店 川崎市川崎区 砂子１－６－８　砂子コート　１Ｆ 飲食店

焼肉居酒家韓の台所 新川通り店 川崎市川崎区 東田町１－２　ＮＫＦ川崎ビル　Ｂ１ 飲食店

川崎ホルモン劇場 川崎市川崎区 小川町２－７　アイヴィータワー　２Ｆ 飲食店

炭火焼肉＆ BAR 十炭 川崎市川崎区 駅前本町３－４　伊藤屋ビル　２Ｆ 飲食店

とり鉄 川崎仲見世通り店 川崎市川崎区 砂子２－３－１７　チェリオビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

居酒屋ぽちゃ 川崎市川崎区 東田町３－１３　工永ビル　１Ｆ 飲食店

渋谷餃子 川崎店 川崎市川崎区 砂子１－２－２４　石田屋ビル　１Ｆ 飲食店

食道園 川崎市川崎区 小川町１４－１３　岩本ビル２Ｆ 飲食店

もつ焼肉刺し彩 川崎市川崎区 東田町４－１０　栗原ビル１Ｆ 飲食店

居酒屋活ちゃん 川崎市川崎区 大島３－２０－４ 飲食店

焼肉西の屋 川崎市川崎区 浜町４－１７－２４ 飲食店

あみやき亭 川崎駅東口店 川崎市川崎区 日進町１５－１ 飲食店

焼肉大昌園 川崎市川崎区 東門前３－１－２ 飲食店

生鮮魚彩竹房 川崎市川崎区 砂子２－３－１２　第４０東京ビル３Ｆ 飲食店
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焼肉 海鮮 山水苑 川崎市川崎区 浜町１－１－１１ 飲食店

焼肉大昌園 川崎駅前店 川崎市川崎区 砂子２－９－２ 飲食店

川崎匠乃串 Yui 川崎市川崎区 砂子２－８－２　齊藤方 飲食店

やきとり家 すみれ 川崎店 川崎市川崎区 小川町２－１３　ダイシンタワー川崎　１・２Ｆ 飲食店

炙・焼肉ホルモン 川崎市川崎区 東田町２－９ 飲食店

闇市肉酒場 川崎市川崎区 砂子２－６－６　テンキミビル３Ｆ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご川崎店 川崎市川崎区 砂子２－１１－２１　深澤ビル１Ｆ 飲食店

とりいちず酒場川崎仲見世通り店 川崎市川崎区 砂子２－６－８　２Ｆ 飲食店

焼鳥六鳥 川崎市川崎区 砂子２－１－１２　第十九川崎新川通りビル　３Ｆ 飲食店

京急川崎ホルモン肉力屋 川崎市川崎区 砂子１－１－７　ながとやビル２Ｆ 飲食店

炭火焼肉 遊苑 川崎市川崎区 東門前１－１－８ 飲食店

ホルモン焼肉 びっくりや 川崎市川崎区 池上新町１－７－４ 飲食店

牛繁川崎店 川崎市川崎区 砂子２－６－１１　３Ｆ 飲食店

amolfas 川崎市川崎区 貝塚１－１－５　ヒロビレッジ１０１ サービス

ヘアーサロンレジーナ 川崎市川崎区 小川町１２－３　武村ビル１Ｆ サービス

ヘアサロンマイア川崎店 川崎市川崎区 砂子２－１１－２２　信明ビル３Ｆ サービス

zealhair 川崎市川崎区 小川町１５－９　２Ｆ サービス

HAPPIA hair lounge 川崎市川崎区 砂子１－５－１　ケイジェイ砂子ビル　１Ｆ サービス

HAPPIA NEXT LABEL 川崎市川崎区 砂子１－１０－２　ソシオ砂子ビル　１Ｆ サービス

PLAIN 川崎市川崎区 砂子２－１－５　クレ－ル川崎　２Ｆ サービス

private salon Lucia 川崎市川崎区 砂子２－１－４ サービス

Babylon 川崎市川崎区 新川通１０－１５　新生ビル１Ｆ サービス

AUBEhairalo 川崎店 川崎市川崎区 砂子２－１－１２　ＴＣ第十九川崎新川通りビル　４Ｆ サービス

roco マーケットスクエア川崎イースト店 川崎市川崎区 富士見１－５－５　３Ｆ サービス

マハロ 17 ネイルズ川崎店 川崎市川崎区 砂子２－６－５　日吉屋砂子ビル６Ｆ サービス

美容室 HAIR ＆ LIVINGPOSTA 川崎市川崎区 砂子１－４－１０　ラ・レーヴ砂子の里　１Ｆ サービス

C － LOOP UNITED VIV 川崎市川崎区 駅前本町１－２　鈴庄ビル　１・２Ｆ サービス

C － LOOPUNITED ATELIER 川崎市川崎区 砂子１－１－４　市川金昌堂ビル　２Ｆ サービス

Neolive mocca 川崎市川崎区 小川町２－１１　イノクマビル　３Ｆ サービス

アトリアユナイテッド 川崎市川崎区 砂子２－１１－２０　加瀬ビル１３３　３Ｆ サービス

Neolive dress 川崎市川崎区 東田町１－２　いちごビル　１Ｆ サービス

Luce 川崎 川崎市川崎区 小川町８－１　第十六平沼ビル　１～３Ｆ サービス

verde branco 川崎市川崎区 砂子１－７－５　タカシゲビル１Ｆ サービス

effect 川崎市川崎区 砂子２－１１－２０－１３３－４０１　加瀬ビル サービス

Ange 川崎 川崎市川崎区 東田町４－３　ＳＳＢ川崎ビル　１Ｆ サービス

ベリテ／ 0700 川崎店 川崎市川崎区 駅前本町２０－２－３０１１　川崎アゼリア ショッピング

大黒屋川崎店 川崎市川崎区 駅前本町３－３　ムラタヤビル　１Ｆ ショッピング

ハニーズ 川崎大師店 川崎市川崎区 中瀬３－２０－２０　ホームズ川崎大師店　２Ｆ ショッピング

JADE’S 川崎大師店 川崎市川崎区 中瀬３－２０　ホームズ ショッピング

靴のヒカリ 川崎本店 川崎市川崎区 小川町７－１ ショッピング

ユニフォームのサクライ 川崎市川崎区 出来野１１－２３ ショッピング
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堂本製菓 川崎市川崎区 元木１－２－４ 飲食店

ワーカーズショップハジメ川崎店 川崎市川崎区 浜町３－１－９ ショッピング

東京ガスライフバル川崎 川崎市川崎区 小川町６－１　ＴＧ川崎ビル ショッピング

ワークショップナックル 川崎池田店 川崎市川崎区 池田１－２－２２ ショッピング

Happy 川崎店 川崎市川崎区 塩浜１－７－１１ ショッピング

Mr．VAPE 川崎 川崎市川崎区 小川町１４－１　小川町ビル　２Ｆ ショッピング

OUTSIDE 川崎市川崎区 日進町１－６８－８　サンスクエア川崎　１０１ ショッピング

ワークランド川崎駅前店工具館 川崎市川崎区 南町１６－７　かわさきスカイビル　１Ｆ　１０２ ショッピング

ホビーステーション 川崎店 川崎市川崎区 小川町２－７　アイビータワー６Ｆ ショッピング

トーナメントセンターバトロコ川崎駅前 川崎市川崎区 駅前本町７－４　井門川崎ビル　９Ｆ ショッピング

小美屋足袋店 川崎市川崎区 貝塚２－１－２ ショッピング

大谷堂 川崎市川崎区 大師町４－４１ 飲食店

住吉 川崎市川崎区 大師町４－４７ 飲食店

住吉屋総本店 川崎市川崎区 大師本町８－１６ 飲食店

住吉屋総本店工場 川崎市川崎区 大師本町１－１２ 飲食店

菓寮東照 川崎市川崎区 本町１－８－９ 飲食店

ニューマツケイ大師店 川崎市川崎区 大師駅前１－８－２ ショッピング

おつけもの慶大島上町店 川崎市川崎区 大島上町１８－１ ショッピング

かつや 京浜川崎 川崎市川崎区 駅前本町１５－１５　１５番館　１Ｆ 飲食店

マルダイ 観音店 川崎市川崎区 観音１－９－１５ ショッピング

業務スーパー 川崎店 川崎市川崎区 藤崎１－１３－１２ ショッピング

ヒルママーケットプレイス 京町店 川崎市川崎区 京町１－１７－３ ショッピング

イタリア料理 モナリザン 川崎市川崎区 東田町４－１０ 飲食店

イタリアンレストラン ウラヌス 川崎市川崎区 渡田３－２－１５ 飲食店

あぶり屋川崎店 川崎市川崎区 池上新町１－１３－８ 飲食店

リカーショップ京町セソール 川崎市川崎区 京町２－２４－２ ショッピング

ニュ－タンタンメン　南加瀬店 川崎市幸区 南加瀬４丁目２７－１　サザンコ－ト１０２ 飲食店

ニュ－タンタンメン　尻手店 川崎市幸区 南幸町３丁目１１７－１１　 飲食店

下町のカルビ屋本舗小倉店 川崎市幸区 小倉４丁目４－１　 飲食店

東邦事業 川崎市幸区 堀川町５８０　ソリッドスクエア東館　６Ｆ 飲食店

焼肉レストラン　東天閣　南加瀬店 川崎市幸区 南加瀬４－１３－１０ 飲食店

中華料理美山飯店 川崎市幸区 中幸町４－４６　アーク２マンション 飲食店

健康中華庵青蓮新川崎三井ビルディング店 川崎市幸区 鹿島田８９０－１２　新川崎三井ビルディング西－１Ｆ 飲食店

マクロビカフェ 川崎市幸区 塚越４－３１４－１　志楽の湯内 飲食店

FuRuBo 川崎市幸区 下平間１３１　マツエ第二ビル　１Ｆ 飲食店

大盛苑 川崎市幸区 南加瀬３－３１－１９ 飲食店

カリフォルニアラウンジ矢向店 川崎市幸区 塚越４丁目３３３－１１４ 飲食店

T8 ステ－キハウス川崎 川崎市幸区 大宮町１３１０　ミュ－ザ川崎　１Ｆ 飲食店

ビリーザキット川崎店 川崎市幸区 南幸町１－７　クレストビル 飲食店

ステーキダイニング団扇 川崎市幸区 南加瀬５－１－１ 飲食店

とんかつ割烹こしば 川崎市幸区 柳町６ 飲食店
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あらまさ食堂尻手店 川崎市幸区 南幸町３－１０５－２　ハイラーク川崎　１０２ 飲食店

焼肉 東天閣 南幸店 川崎市幸区 南幸町３－６８－２ 飲食店

HAIR ＆ SHOESTypeAB 川崎市幸区 大宮町１５－１　２Ｆ サービス

Belle Lecheveu 川崎西口店 川崎市幸区 大宮町１３１０　ミューザ川崎　１Ｆ サービス

HAIRCALM 鹿島田店 川崎市幸区 下平間１９７　コーポ山治１Ｆ サービス

tu．luce 川崎市幸区 幸町２－６７９　河辺ビル　２Ｆ サービス

TORICO 川崎市幸区 下平間１９７　ラ・ロジェール　１Ｆ サービス

メンズヘアーサロンジュン 川崎市幸区 小倉４－１６－２２ サービス

Honey Grace 川崎市幸区 鹿島田２－１－２８　鹿島田セントラルマンション　１０５ サービス

まつげエクステ Melody． 川崎市幸区 柳町２４－１　ファインズクロス川崎 サービス

gufo 川崎市幸区 中幸町４－５０－３　エムエヌビル　２Ｆ サービス

VIV・ID 川崎市幸区 鹿島田１－１－３　新川崎スクエア サービス

Vanilla 川崎市幸区 下平間１４３－１６　ケイジェイ鹿島田ビル サービス

BLOOM 川崎市幸区 下平間１４３－１６　ケイジェイ鹿島田ビル サービス

ブレットキャンプふくふく 川崎市幸区 古川町２２－２６ 飲食店

ジーンズショップ らいと 川崎市幸区 南加瀬４－１５－１５ ショッピング

西山屋 川崎市幸区 戸手本町２－２２５ ショッピング

たけくま酒店 川崎市幸区 紺屋町９２ ショッピング

有限会社ワークショップよしの 川崎市幸区 南加瀬３－３１－２０ ショッピング

ピザハット川崎店 川崎市幸区 南幸町２－６７－１ ショッピング

かつや 川崎戸手 川崎市幸区 戸手２－６ 飲食店

マルダイ 小向店 川崎市幸区 小向町７－１３ ショッピング

業務スーパー 南加瀬店 川崎市幸区 南加瀬５－４－１０ ショッピング

焼肉牛王 川崎市幸区 南幸町２－４０ 飲食店

牛王 川崎市幸区 南幸町２－４０ 飲食店

BistroErgo 川崎市高津区 溝口２－２８－１６　溝の口ビル１Ｆ 飲食店

北とうがらし溝ノ口店 川崎市高津区 二子５丁目５番２４号　 飲食店

串焼　のんき 川崎市高津区 下作延２丁目２－１７　 飲食店

ナガグツ 川崎市高津区 下作延６丁目２－６　 飲食店

お好み焼　やむやむ 川崎市高津区 下作延２丁目４－８　ハ－ブハイム１Ｆ 飲食店

琉球酒房　菜酒家 FU － KU 川崎市高津区 下作延２丁目４－１０　琳和サニ－コ－ト１Ｆ菜酒家ＦＵ－ＫＵ内 飲食店

Bistro　ichi 川崎市高津区 溝口１丁目１－３０　溝の口ブロックス 飲食店

北海寿シ 川崎市高津区 二子１丁目１－２２ 飲食店

関屋精米店 川崎市高津区 久本２丁目１３－１８ ショッピング

麻布茶房溝口店 川崎市高津区 溝口１－４－１　マルイファミリー溝口　１０Ｆ 飲食店

和幸丸井溝口店 川崎市高津区 溝口１－４－１　ノクティプラザ２内　１０Ｆ 飲食店

安楽亭　川崎高津店 川崎市高津区 明津２２０ 飲食店

スエヒロ館高津店 川崎市高津区 高津区子母口５５７ 飲食店

個室ダイニング囲　溝の口店 川崎市高津区 溝口１－１３－１　Ｑｉｚ溝の口ビル 飲食店

中国料理　鳳凰閣 川崎市高津区 久本１－２－２　ＳＫＩＰＳビル　２Ｆ 飲食店

センチュリーカフェ 川崎市高津区 溝口１－１９－１０ 飲食店
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トラットリアバンブー溝の口 川崎市高津区 下作延２－１２－１　ハイファイン溝ノ口 飲食店

ステーキ＆ワイン Bambu　久地駅前 川崎市高津区 久地４－１２－１　川辺ビル２０５ 飲食店

鮨福原 川崎市高津区 末長２２－１　マルティ２２－１０３ 飲食店

AsianCafeHiroz 川崎市高津区 下作延２－４－１５　エムラインタワー１Ｆ 飲食店

PIZZERIA QUALE 川崎市高津区 二子１－１－１０　寺尾ビル　１Ｆ 飲食店

そば薫る 山水 川崎市高津区 千年新町１４－１０　ランドスケ－プ武蔵新城　１０１ 飲食店

ポットラック 川崎市高津区 二子１－１－８ 飲食店

花籠 川崎市高津区 諏訪１－３－２　高城店舗　２Ｆ 飲食店

焼肉うしお 溝の口店 川崎市高津区 溝口１－８－３　Ｍｉｚｏｎｏｋｕｃｈｉｅｘ　２Ｆ 飲食店

PeccoPecorino 川崎市高津区 二子５－３－９　ＭＳスト－ン　１０１ 飲食店

都夏 溝ノ口店 川崎市高津区 溝口１－１２－１２　１Ｆ 飲食店

えんがわ 川崎市高津区 下作延２－１１－１７ 飲食店

Italian ＆ Wine Bambu d 川崎市高津区 溝口１－１８－７　サワキビル２Ｆ 飲食店

もつ焼のんき溝の口店 川崎市高津区 溝口１－１－３０ 飲食店

ピッツェリア ロベルティーノ 川崎市高津区 久末４０２ 飲食店

飲茶屋 月 川崎市高津区 溝口２－１６－３　六軒町五番館　１０２ 飲食店

IDOBATA 川崎市高津区 二子２－４－６　斎藤ビル　１Ｆ 飲食店

むつみ屋 溝の口店 川崎市高津区 下作延２－２－１７ 飲食店

VANSAN 溝の口店 川崎市高津区 溝口１－２０－１０　東方ビル　１Ｆ 飲食店

ステーキ＆ハンバーク Bambu 二子新地 川崎市高津区 諏訪１－４－１　EASEL ビル２Ｆ 飲食店

PizzerialoquacedaMAR 川崎市高津区 久本１－６－１　持田ビル　１Ｆ 飲食店

TorattoriaDonCarnemo 川崎市高津区 溝口３－３－１　ロトンダ１Ｆ エンターテイメント

とんでん 子母口店 川崎市高津区 子母口２８１－２ 飲食店

鮨長おおさわ 川崎市高津区 溝口３－１５－１０ 飲食店

とさかーな 川崎市高津区 溝口２－７－１８　ＫＴビーンズ　１０１ 飲食店

CONA 溝の口店 川崎市高津区 溝口１－１５－８　末永ビル　１Ｆ 飲食店

溝の口焼肉 にく野郎 川崎市高津区 溝口１－１２－５　永原ビル　２Ｆ 飲食店

いしがまやハンバーグ マルイ溝口 川崎市高津区 溝口１－４－１ 飲食店

炭火焼肉燦然溝口店 川崎市高津区 溝口１－１２－１４　マイプラザビル３Ｆ 飲食店

水炊き・焼鳥とりいちず酒場 溝の口南口店 川崎市高津区 溝口１－１－１５ 飲食店

魚三昧ことぶきや久地駅前 川崎市高津区 久地４－１２－１　川辺ビル　２０３ 飲食店

溝ノ口産直市場・グリル異人館溝ノ口店 川崎市高津区 溝口１－１２－１５　ウエストキャニオン３　１～ＢＦ 飲食店

焼肉きんぐ 川崎高津店 川崎市高津区 上作延８０９－３ 飲食店

アストロプロダクツ 川崎店 川崎市高津区 千年３０１－１－１０１ ショッピング

タイヤガーデン 高津 川崎市高津区 子母口５４０ ショッピング

Shu．ha．ri．． 川崎市高津区 二子５－４－９　サンライズ高津 サービス

Hair ＆ make Oggi 溝の口店 川崎市高津区 久本１－５－１６　Ｍフォーレ　１Ｆ サービス

Alaine hair design 川崎市高津区 溝口２－１０－８　Ｂｒｕｎｈｉｌｄ　１Ｆ サービス

SPROUTHAIRSERVICE 川崎市高津区 下作延６－６－１４　バードパレス津田山 サービス

Neolive an 川崎市高津区 溝口２－１１－８　リバーストーン第三ビル　１Ｆ サービス

Neolive calme 川崎市高津区 溝口２－７－２７　溝の口マルティビル　２Ｆ サービス
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hairtrees 川崎市高津区 溝口２－１０－５　手ビル　２Ｆ サービス

LuceMIZONOKUCHI 川崎市高津区 下作延１－１－５　ウッディ溝口　１０１ サービス

AUBEhairaxia 溝の口店 川崎市高津区 溝口２－１６－３　六軒町伍番館　２Ｆ サービス

Aguhairbell 溝ノ口 川崎市高津区 下作延２－７－３　溝の口ＫＤビル　３Ｆ サービス

Ondine 溝の口店 川崎市高津区 溝口２－１４－６　シマヤビル　１Ｆ サービス

リガード フォー アート 川崎市高津区 二子４－１－５　川田ビル　２Ｆ　Ｂ サービス

SECILB 溝口 川崎市高津区 溝口３－１－７　和幸ダイヤモンド　２Ｆ サービス

Latelierforhair 川崎市高津区 二子２－１６－２２　エーデルコート溝の口１Ｆ サービス

colorkitchen 溝口店 川崎市高津区 溝口２－９－２６　ＨＡＲＵＫＡｂｕｉｌｄｉｎｇ　６Ｆ サービス

Peissy 溝の口店 川崎市高津区 下作延２－２－１　古川店舗左 サービス

gross 川崎市高津区 溝口１－６－１　クレール溝口　１Ｆ サービス

hair make Any’s 川崎市高津区 末長１－３７－３４　ロワール末長台１Ｆ サービス

KEEN 溝の口店 川崎市高津区 溝口１－１８－６ サービス

Shelly 溝の口店 川崎市高津区 下作延２－２－３　サンハイツ溝の口　２Ｆ サービス

Vogusty’s 川崎市高津区 溝口１－６－１　クレール溝口　１０３ サービス

eimhaircolt 溝の口店 川崎市高津区 久本３－２－１１　三真ビル　１Ｆ サービス

acrosshairdesign 溝の口 川崎市高津区 溝口１－１２－２０　ウエストキャニオン　１Ｆ サービス

SalondeMiLKMIZONOKUC 川崎市高津区 溝口１－１－１７　ＭＩビル　２Ｆ サービス

（株）マガキ 川崎〔営〕 川崎市高津区 子母口１３－１ ショッピング

カーテン・ファクトリー 高津店 川崎市高津区 二子６－１４－１０　ＹＴＴビル　１Ｆ ショッピング

東京ガスライフバル川崎中原 溝ノ口店 川崎市高津区 溝口２－２２－５ ショッピング

花工場 溝口店 川崎市高津区 溝口２－２０－６ ショッピング

ホーム＆ガーデン 島崎商店 川崎市高津区 溝口１－２１－１　グリシーナミクテ　１Ｆ ショッピング

KISSYO SELECT 丸井溝口 川崎市高津区 溝口１－４－１　ノクティプラザ２　１Ｆ ショッピング

坂戸屋商店 川崎市高津区 下作延２－９－９　ＭＳＢビル　１Ｆ ショッピング

南蛮屋 溝の口店 川崎市高津区 溝口２－１０－３ ショッピング

ピザハット高津店 川崎市高津区 下作延７－４－１　アメニティシャテロ　１０１ ショッピング

からやま溝の口 川崎市高津区 溝口１－１４－１ 飲食店

かつや 川崎梶ヶ谷 川崎市高津区 下作延４－２４－４４ 飲食店

かつや川崎溝の口店 川崎市高津区 溝口２－１２－７　第二永原ビル　１Ｆ 飲食店

マルダイ 上作延店 川崎市高津区 上作延４９０ ショッピング

十字屋商店 溝ノ口店 川崎市高津区 溝口２－１２－１２ ショッピング

吉原商店 川崎市高津区 梶ヶ谷６－１６－３ ショッピング

hearty nail 溝の口店 川崎市高津区 溝口１－１３－１　Ｑｉｚビル１Ｆ サービス

カプリチョーザ マルイファミリー溝口店 川崎市高津区 溝口１－４－１　マルイファミリー溝口１０Ｆ 飲食店

広東名菜 順風一路 川崎市高津区 二子５－１５－１２　シェリール冨美喜一階Ｂ 飲食店

JUKEBOX 川崎市麻生区 上麻生５丁目４４－２４　 ショッピング

MIRCHI　亜細亜食堂 川崎市麻生区 上麻生５丁目４４－２４　 飲食店

瀞 川崎市麻生区 百合丘１丁目２３－４　ダイヤマンション２０５ 飲食店

スエヒロ館　新百合ヶ丘店 川崎市麻生区 上麻生３－２１－２ 飲食店

アジアンビストロ Dai　新百合ヶ丘店 川崎市麻生区 上麻生１－７－１４ 飲食店
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旭鮨総本店新百合ヶ丘本館 川崎市麻生区 万福寺１－１５－１０ 飲食店

杏花楼 川崎市麻生区 百合丘１－２３－４　ダイヤマンション　１０５ 飲食店

イルカンピエッロ 川崎市麻生区 上麻生１－１１－１　昭和音楽大学内 飲食店

赤坂璃宮新百合ヶ丘店 川崎市麻生区 上麻生１－１－１ 飲食店

ゴンチャ小田急アコルデ新百合ヶ丘店 川崎市麻生区 万福寺１－１７－１　小田急アコルデ新百合ヶ丘北館　３Ｆ 飲食店

Dining 旬 川崎市麻生区 上麻生１－１５－１２　新百合和田文ビル　１０１ 飲食店

とり一 新百合ケ丘店 川崎市麻生区 上麻生１－２０－１　小田急アコルデ新百合ケ丘　１Ｆ 飲食店

焼肉屋くいどん新百合ヶ丘店 川崎市麻生区 上麻生４－１５－１ 飲食店

炭焼きとワイン PEQUE 川崎市麻生区 上麻生１－６－３　マプレショッピングセンタービル　ＧＦ 飲食店

ヘアー＆リフレサロン CASTANEA 川崎市麻生区 片平７－７－１ サービス

M．SLASH 新百合ヶ丘店 川崎市麻生区 上麻生１－７－１３ サービス

Rizm green 川崎市麻生区 万福寺１－１６－５　白鳳ビル　３Ｆ サービス

Rizm 川崎市麻生区 万福寺１－１２－１　クロスアベニュー２　７Ｆ サービス

hamm 川崎市麻生区 万福寺１－１２－３　ワンツービル１０２ サービス

STYLE 新百合ヶ丘 川崎市麻生区 万福寺３－１－１７　プライムアーバン新百合ヶ丘 サービス

ザ ヘアラウンジハツコエンドウ AVEDA 川崎市麻生区 万福寺１－１８－１　小田急マルシェ新百合ヶ丘　２Ｆ サービス

AUBEhairsereine 新百合ヶ丘 川崎市麻生区 万福寺１－１２－５　リッシュ新百合　１０２ サービス

Aguhairlounge 新百合ケ丘 川崎市麻生区 万福寺１－１５－１　シャトーコア　２Ｆ　Ａ号室 サービス

Agu hair lux 新百合ヶ丘 2 号店 川崎市麻生区 古沢宇都古１２７　新百合鈴木ビル　１０２ サービス

Shalu 新百合ヶ丘 川崎市麻生区 万福寺６－７－２ サービス

kiki by KENJE 川崎市麻生区 上麻生１－１７－２　ヴェルビュ新百合ヶ丘　１０１ サービス

Shine hair frappe 川崎市麻生区 上麻生１－７－１４　パストラル新百合ヶ丘２－１０８　Ｂ サービス

しんゆりベッカリー 川崎市麻生区 上麻生１－６－３　新百合ヶ丘マプレ　２Ｆ 飲食店

ニコラス 川崎市麻生区 百合丘１－１６－１８ 飲食店

イルフェジュール 川崎市麻生区 下麻生２－５－２０ 飲食店

ミスターワッフル 新百合ヶ丘店 川崎市麻生区 万福寺１－１８－１　小田急マルシェ　１Ｆ 飲食店

おぼん de ごはん アコルデ新百合ヶ丘 川崎市麻生区 万福寺１－１７－１　アコルデ新百合ヶ丘北館 ショッピング

禅寺丸本舗 百合丘店 川崎市麻生区 百合丘２－３－８ 飲食店

禅寺丸本舗 本店 川崎市麻生区 上麻生６－３９－３３ 飲食店

銀の糸 エルミロード店 川崎市麻生区 上麻生１－４－１　新百合ケ丘エルミロード　６Ｆ ショッピング

カフェレストラン NABE 川崎市麻生区 古沢都古２５５　新百合ヶ丘総合病院内 飲食店

セレサモス麻生店 川崎市麻生区 黒川１７２ ショッピング

コンビニ アロハ 川崎市麻生区 古沢都古２５５　新百合ヶ丘総合病院内 ショッピング

美髪セラピーサロン Hafurico 川崎市麻生区 万福寺１－１２－１　クロスアベニュー新百合５０１ サービス

アトレ平 店 平塚市 紅谷町１－１　平アルファビル　４Ｆ サービス

ガトーリリピュット平 店 平塚市 四之宮２－１４－５０ 飲食店

Onda 平塚市 代官町１－１２太田ビル１Ｆ 飲食店

だいち東八幡店 平塚市 東八幡４－１－１ 飲食店

安楽亭　平塚四之宮店 平塚市 四之宮６－４－３２ 飲食店

中国料理　龍園 平塚市 八重咲町１２－２８　葦本店ビル　２Ｆ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　平塚店 平塚市 東八幡２－４－３９ 飲食店
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甲羅本店 平塚市 中原２－１５－１２ 飲食店

だんらん　豊田店 平塚市 南豊田２８ 飲食店

みづほ野　農協ビル店 平塚市 八重咲町３－８ 飲食店

Kitchen 伊志川 平塚市 西真土１－３－８ 飲食店

そば処名古屋 平塚市 桜ヶ丘２－１１ 飲食店

東海菜館 平塚市 宝町５－２７ 飲食店

割烹竹万 平塚市 花水台３７－３ 飲食店

磯っぺ 平塚市 唐ヶ原５４－２ 飲食店

Vineria Doppia H″H 平塚市 明石町２２－２１　ムラサワビル１Ｆ 飲食店

勝牛 本店 平塚市 桜ケ丘２－２６ 飲食店

みづほ野本店 平塚市 桜ヶ丘２－２２ 飲食店

日本料理樹勢 平塚市 明石町７－２　ことぶきビル１Ｆ 飲食店

がってん寿司　平塚徳延店 平塚市 徳延５７９－１ 飲食店

串焼き市場 平塚市 明石町１－３２ 飲食店

Steak134 平塚本店 平塚市 宝町９－１　１Ｆ 飲食店

和風レストラン憩 平塚市 北金目４－７ 飲食店

レストラン SALSA 平塚市 八重咲町２６－１９　ブルーハイツ高風荘　１Ｆ 飲食店

焼肉ゆるり。 平塚市 紅谷町９－１８　中島ビル　２Ｆ 飲食店

炭火焼肉　快　平塚豊田店 平塚市 南豊田５５－１ 飲食店

や台ずし　平塚駅南口町 平塚市 代官町１０－２２　１階 飲食店

ホルモン商事　寅や 平塚市 紅谷町１４－３　ＫＩビル　１Ｆ 飲食店

焼肉 幸乃羽 平塚市 明石町１４－２２ 飲食店

一乃家 平塚市 明石町１０－２　ダイヤモンドビル１Ｆ 飲食店

やきとり工房平塚店 平塚市 紅谷町４－２０ 飲食店

ヘアアンドデザイン　ネイビー（Navy） 平塚市 夕陽ケ丘１－１６　２Ｆ サービス

MUSE by KENJE 平塚市 代官町３－１７　グレーシアハイム代官町１Ｆ サービス

美容室プロス 宮の前店 平塚市 宮の前２－１２　ヴィラージュ１Ｆ サービス

プロス平塚南口店 平塚市 八重咲町２５－２ サービス

アストロプロダクツ　平塚店 平塚市 天沼６－２２ ショッピング

ヨシユキコンディショニング 平塚市 宝町２－５　４Ｆ サービス

株式会社小島タイヤ商会 平塚市 四之宮２－１７－１９ ショッピング

BREEZ・L 平塚店 平塚市 中原１－７－５３　グレース大原１０１ サービス

an　kool 平塚市 代官町５－１２　エピロア１Ｆ サービス

メンズヘアーカワダ 平塚市 四之宮１丁目５－１３ サービス

フラミューム 平塚市 宝町２－９　ダイヤビル３Ｆ サービス

HESTER 平塚市 黒部丘２－２１－２ サービス

Petit Blanc 平塚市 紅谷町９－１　リーデンスタワー湘南平塚３Ｆ サービス

antibeso 平塚市 南原１－１７－２５ サービス

uehara 平塚市 長持３８４ サービス

COCOAJOY 平塚市 宝町５－２　小泉ビル１Ｆ サービス

COCOA 平塚市 紅谷町３－１７ サービス
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LUCIS 平塚市 宮の前１－３３　ツリ－トップスビル４Ｆ サービス

Greenroom 平塚市 中原２－１－６３　　パークサイド湘南１０３ サービス

ヘアーメイク プライム 平塚市 四之宮２－２０－１ サービス

フレッシュモア ライオン本店 平塚市 見附町１３－１５ サービス

ヘアメイク リタ 平塚市 中原１－１３－１１ サービス

Allee 平塚市 明石町６－１３ サービス

echelle 平塚市 八重咲町１８－２５ サービス

COHAQ　BEAUTY　AND　RESORT 平塚市 代官町６－５　代官町ビル２Ｆ サービス

プラスワンイルマーレ 平塚市 紅谷町１２－２３　石井ビル１Ｆ サービス

サクセス 平塚市 菫平１２－４９ サービス

ヴォイスヘアー 平塚市 田村２－７－３１　ﾄﾞﾝ ･ ｷﾎｰﾃ２Ｆ サービス

カットインストリート 平塚市 夕陽ケ丘５５－１６ サービス

Bwave 平塚市 平塚１－１０－１６ サービス

シャンパンベーカリー桜ヶ丘店 平塚市 桜ケ丘４－４６ 飲食店

DOMINE　JOIE　ドミネジョワ 平塚市 明石町２６－６　中央ビル１Ｆ 飲食店

片野屋 平塚市 紅谷町１１－１４ ショッピング

サクラ書店 高村店 平塚市 万田２０７－１ ショッピング

（株）マガキ 平塚市 中里４９－１３ ショッピング

オフハウス　湘南平塚店 平塚市 四之宮６－６－７０ ショッピング

葦　平塚中原店 平塚市 中原２丁目９－１７ 飲食店

湘南クリエイティブガトー　葦旭店 平塚市 河内３１５－１ 飲食店

葦　・平塚西口本店 平塚市 八重咲町１２－２８ 飲食店

東京ガスライフバル湘南茅ヶ崎平塚店 平塚市 宮松町１５－４東京ガス湘南西ビル ショッピング

JA 湘南　グリーンショップ 平塚市 片岡６５７ ショッピング

エキスパート湘南平塚店 平塚市 根坂間２５３－１ ショッピング

シルスマリア　平塚店 平塚市 龍城ヶ丘２－３ 飲食店

トキワヤ平塚本店 平塚市 紅谷町１２－２９ ショッピング

マライカバザール平塚店 平塚市 田村４－１６－２ ショッピング

ポンパドウル平塚店 平塚市 紅谷町１－１　アルファビル　１Ｆ 飲食店

株式会社木村植物園ガーデン倶楽部 平塚市 土屋２４１ ショッピング

重田酒蔵庫 平塚市 桃浜町１０－１４ ショッピング

鳥仲商店 平塚市 黒部丘２－３ ショッピング

純生食パン工房　HARE ／ PAN　平塚店 平塚市 田村５－１－８ ショッピング

あさつゆ広場 平塚市 寺田縄４２４－１　ＪＡ湘南大型農産物直売所 ショッピング

リカーマウンテン平塚店 平塚市 紅谷町１５－２０ ショッピング

全日食チェーン　やまてつストアー 平塚市 札場町１４－１６ ショッピング

Mr.BUTCHER 平塚市 西真土１－３－８ ショッピング

旬の肴と旨い酒　運勘根　うんかんこん 平塚市 紅谷町１４－２４　Ｂ１Ｆ 飲食店

純中国料理　神龍飯店 座間市 入谷東４丁目４３－２４　 飲食店

Re：Mind 座間市 相模が丘５丁目７－１８　 サービス

焼肉　松実苑 座間市 相模が丘５丁目２－１１　 飲食店
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焼肉牧場ぼくんち 座間市 入谷東２丁目２８－３　 飲食店

銀座コージーコーナー小田急マルシェ相武台 座間市 相武台１ー４７５３－１ 飲食店

花鮨 座間市 さがみ野１－１０－５５ 飲食店

地鶏・海鮮 いざかや やま 座間市 相武台３－４２－４５　アイダビル　２１０ 飲食店

サブウェイ 三和座間東原店 座間市 東原１－１３－２　三和座間東原　１Ｆ　フードコート 飲食店

炭火串焼「真 sin」 座間市 相模が丘１－２３－５ 飲食店

串焼家夢丸 座間市 相武台 1-35-1 2F 飲食店

やきとり工房さがみ野店 座間市 さがみ野２－２－３１ 飲食店

タイヤガーデン 座間 座間市 ひばりが丘５－３２－３　タイヤガーデン座間内 ショッピング

knot 座間市 入谷西４－１－２２　ヤングビル　１Ｆ サービス

LUCK 相模原 座間市 相模が丘５－３－１７ サービス

エスプリイッテンゼロ小田急相模原店 座間市 相模が丘１－２７－２２　ルネ小田急相模原モアステージ１Ｆ サービス

美容室 TIME 相武台店 座間市 相武台１－２４－２５ サービス

CREA 相武台 座間市 相武台１－３３－２　小田急マルシェ　３Ｆ サービス

ブランドショップハピネス座間店 座間市 広野台２－１０－４ ショッピング

ミートショップニッパイ 座間市 相武台３－４２－４６ ショッピング

かつや神奈川座間店 座間市 南栗原１－１３－１ 飲食店

JA さがみ 米ディハウスくりはら 座間市 栗原中央１－２５－４０ ショッピング

グリフィン 座間市 相武台３－４８５１－９　１Ｆ サービス

ラ・ミエル 愛甲郡愛川町 中津３４７－１ 飲食店

STUMP 愛甲郡愛川町 半原５６０７ 飲食店

FLEXLION 愛甲郡愛川町 角田１４１－２ サービス

作業服流通センター愛川店 愛甲郡愛川町 中津３５０３－１ ショッピング

SABORLATINO 愛甲郡愛川町 中津６８－１２ ショッピング

たからやフレサ半原店 愛甲郡愛川町 半原２４５４－１ ショッピング

菓匠土門 愛甲郡愛川町 角田２６１－３ ショッピング

BAR894BASEYOKOSUK 横須賀市 若松町１丁目４　ホウライビル２階 飲食店

炭火焼鳥　串道 横須賀市 大滝町２丁目４　清水ビル１Ｆ 飲食店

ma － sa 横須賀市 武３丁目２２－１６　 サービス

Owl’s　Dream 横須賀市 大津町３丁目１９－２　飯島ビル１階 ショッピング

REGIO 横須賀市 衣笠栄町１丁目７　 ショッピング

焼肉ガーデンびっくぼす 横須賀市 森崎１丁目１９－１８　 飲食店

大衆酒場　坂戸屋 横須賀市 若松町３丁目７　 飲食店

中国料理　杏花飯店 横須賀市 追浜町３丁目１　エルシャンテ追浜２Ｆ 飲食店

ロリコ 横須賀市 大滝町２丁目２０－２ ショッピング

ヘア - サロン TAKA 横須賀市 森崎２丁目１９－１１ サービス

SOLISAgriturismo 横須賀市 湘南国際村１－２－８ 飲食店

安楽亭　横須賀衣笠店 横須賀市 山科台１－１２ 飲食店

にぎり一丁 横須賀市 三春町４－８ 飲食店

甲羅本店 横須賀市 三春町４－８ 飲食店

ファミリー・ガーデン 横須賀市 三春町４－８ 飲食店
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鳥の巣 横須賀店 横須賀市 若松町１－２　ヒトモトビル 飲食店

ベイサイドレストランカフェ モア 横須賀市 佐島３－７－４ 飲食店

レストランドン 横須賀市 秋谷３－４－１ 飲食店

印度料理ナーガラジャ 横須賀市 久里浜４－３－１５　メゾンドアヤ１０２ 飲食店

PizzeriaSette 横須賀市 米が浜通１－１－２２ 飲食店

ドッグサロン ナナズパフェ 横須賀市 衣笠栄町１－１７　カガヤビル　１Ｆ 飲食店

回転寿司津久井浜魚敬 横須賀市 津久井１－３－３ 飲食店

Piacere 横須賀市 若松町１－１ 飲食店

回転寿司魚喜横須賀中央店 横須賀市 若松町２－２５　京急ストア　１Ｆ 飲食店

GORKHA PALACE 横須賀市 大滝町１－２１　ジュネス横須賀　１Ｆ 飲食店

NapoliPizzeria 横須賀市 本町１－１－１０２　セントラル・アライ本町ビル 飲食店

ハニ－ビ－ 1 階 横須賀市 本町２－１　本町ビル　１Ｆ 飲食店

Rico カウベル 横須賀市 衣笠栄町１－７０　プラザ衣笠仲通りビル 飲食店

ぬだいくわたい 横須賀市 野比１－８－２６ 飲食店

ニルヴァーナ 横須賀市 大滝町２－２３Ｂ１ 飲食店

ロイヤルキッチン 横須賀市 大滝町２－４　山口ビル１Ｆ 飲食店

レストラン マーロウ 横須賀市 秋谷３－６－２７ 飲食店

漁師料理よこすか 横須賀市 久里浜８－１７－２３ 飲食店

湘南国際村すて－き・ステ－キ武 横須賀市 湘南国際村１－２－１ 飲食店

マイクス横須賀店 横須賀市 本町２－５－２　ミマツビル２Ｆ 飲食店

割烹住よし 横須賀市 若松町１－２－３ 飲食店

SALUS 横須賀市 米が浜通１－２　ニイヤビル　１Ｆ 飲食店

GRANAZTECASYOKOSUKA 横須賀市 大滝町２－２２ 飲食店

湘南 OVA 横須賀市 湘南国際村１－２－６ 飲食店

ゆず庵 北久里浜店 横須賀市 根岸町１－９－２１ 飲食店

アクアマーレ ディ アクアパッツァ 横須賀市 鴨居４－１　横須賀美術館内 飲食店

LOTUS 横須賀市 本町３－３３－１０８　ベイスクエアよこすか三番館 飲食店

焼肉屋さかい 久里浜店 横須賀市 久里浜７－１－１４　２Ｆ 飲食店

焼肉の店 カルビ家 横須賀市 三春町４－８ 飲食店

炭火焼肉 眞 横須賀市 津久井２－２－２０ 飲食店

あみやき亭 三春店 横須賀市 三春町３－２－２ 飲食店

焼肉慶州苑 横須賀市 追浜町３－２ 飲食店

味楽苑本店 横須賀市 根岸町３－８－６ 飲食店

創作居酒屋与論乃風汐入店 横須賀市 本町３－３１　ベイスクエアよこすか２番館 飲食店

炭火焼肉屋 さかい 横須賀馬堀海岸店 横須賀市 大津町１－２２－８　２Ｆ 飲食店

焼肉 西屋 横須賀市 衣笠栄町１－３９ 飲食店

焼肉きんぐ 北久里浜店 横須賀市 根岸町３－２－１１ 飲食店

ファーレ 北久里浜店 横須賀市 根岸町２－２１－１３ サービス

ファーレ 汐入店 横須賀市 本町３－３１　ベイスクエアよこすか２番館　３Ｆ サービス

アストロプロダクツ 横須賀店 横須賀市 池上４－１－１ ショッピング

ヘアーサロン アベカワ 横須賀市 上町１－５４ サービス
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COMHAIR first 横須賀市 衣笠栄町１－７０ サービス

美容室 アーティーみんみ 横須賀市 若松町１－２　栄林ビル１Ｆ サービス

TERRACE AT FACE 横須賀市 若松町１－５　横須賀プライム　３Ｆ サービス

bijou 横須賀市 若松町１－５　横須賀プライム　３Ｆ サービス

Fare marine ＆ beauty 横須賀市 本町２－１－１２　コースカベイサイドストアーズ　５Ｆ サービス

美容室 SORA 横須賀市 野比２－２－３　根岸ビル１Ｆ サービス

bijou amour 横須賀市 大滝町２－１６－１ サービス

ROSSO SAJIMA 横須賀市 佐島の丘１－８－２ サービス

ROSSO 横須賀市 湘南国際村１－１－１ サービス

AUBE HAIR eIena 横須賀店 横須賀市 大滝町１－１４－４　フィル・パーク横須賀　２Ｆ サービス

just hairRAPPOR 横須賀市 根岸町２－２２－８　第壱赤坂ビル　４Ｆ サービス

アリレイナ衣笠店 横須賀市 衣笠栄町１－２５ サービス

アリレイナ久里浜店 横須賀市 久里浜４－６－４ サービス

ジャストヘアアネックス 横須賀市 久里浜１－５－６　長島ビル　２Ｆ サービス

hair ＆ dayspa AGU 横須賀市 大滝町２－１２　ヨコスカタワ　２Ｆ サービス

mode hair Brown 横須賀市 衣笠栄町１－７０ サービス

デラメアクアック 横須賀市 追浜本町１－３９　e ビル１Ｆ サービス

RiKi LOVE ＆ BODY 横須賀市 本町１－１６－２　セルアージュヨコスカラビスタン　１Ｆ サービス

クラップス 横須賀中央店 横須賀市 大滝町１－２６　西ビル　１・２Ｆ サービス

CLAIREbyGRAPEVINES 横須賀市 若松町３－１８－１４　第八十六東京ビル　３Ｆ サービス

CHALLON by REMIA 横須賀市 若松町１－３　第五明香ビル　５Ｆ サービス

ベリテ／ 2670 横須賀店 横須賀市 若松町２－３０　モアーズシティ　３Ｆ　Ｎｏ．３１０ ショッピング

不二 横須賀市 本町２－８ ショッピング

かわしま 横須賀市 若松町２－１ ショッピング

地球堂ダンス ぷりーず店 横須賀市 大滝町２－２４　３Ｆ ショッピング

追浜堂本町店 横須賀市 追浜本町１－２８－５　サンビーチ追浜　３Ｆ ショッピング

住吉書房久里浜店 横須賀市 久里浜１－５－１ ショッピング

くまざわ書店横須賀店 横須賀市 本町２－１－１２　コースカベイサイドストアーズ　４Ｆ ショッピング

コーヒー自家焙煎 サニム 横須賀市 久里浜４－１４－１ ショッピング

東京ガスライフバル 横須賀 横須賀市 三春町３－９－１１ ショッピング

フラワ－ショップ旭屋 米が浜通り 横須賀市 若松町３－７　ロア楓１Ｆ ショッピング

和菓子司いづみや 衣笠本店 横須賀市 衣笠栄町１－７０ 飲食店

ヒラタ 横須賀店 横須賀市 若松町２－３０　モアーズシティ４Ｆ ショッピング

柳屋 衣笠仲通り店 横須賀市 衣笠栄町１－７０ ショッピング

柳屋 久里浜店 横須賀市 久里浜４－１４－４ ショッピング

柳屋 上町店 横須賀市 上町１－４５ ショッピング

株式会社ささき 横須賀市 衣笠栄町 1-8 ショッピング

フジ・ショップ 横須賀市 山科台１０－２１ ショッピング

柳屋 三春町店 横須賀市 三春町１－９ ショッピング

横須賀晃進 横須賀市 本町２－１－１２　コースカベイサイドストアーズ　２Ｆ ショッピング

うらが CO － OP 浦賀店 横須賀市 浦賀６－２－１８　うらがＣＯ－ＯＰ本部ビル２階 ショッピング
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加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

長井水産直売センター 横須賀市 長井５－２４－７ ショッピング

横須賀 HUMAX シネマズ 横須賀市 本町２－１－１２　コースカベイサイドストアーズ　４Ｆ ショッピング

かつや横須賀佐原インター店 横須賀市 森崎１－１９－２６ 飲食店

からやま横須賀佐原インター店 横須賀市 佐原１－１－１５ 飲食店

すかなごっそ 横須賀市 長井１－１５－１５ ショッピング

リカーマウンテン横須賀中央店 横須賀市 若松町３－１６－４ ショッピング

原田ストアー 横須賀市 長井１－１７－１ ショッピング

Z － ONE サクマ 横須賀市 大津町４－１３－１５ ショッピング

サイドキッチンオックス本店 横須賀市 田浦町３－３ ショッピング

業務スーパー野比店 横須賀市 野比４－３－１ ショッピング

カーサマーレ 横須賀市 根岸町２－３１－１　２Ｆ 飲食店

Sun Sweat 横須賀市 野比１－４０－１８ ショッピング

グリ－ン横須賀ドブ板通り 横須賀市 本町２ー１６ ショッピング

和菓子司いづみや 横須賀中央店 横須賀市 大滝町２－２３ 飲食店

馬渡養蜂場　横須賀店 横須賀市 大滝町２－２０ ショッピング

ボンヌマン 海老名市 国分寺台１丁目２２－３　 飲食店

居酒屋海 海老名市 中央１丁目１７－２２　 飲食店

市川電器 海老名市 上今泉１丁目２１－１６ ショッピング

国分寺そば 海老名市 国分南１－８－３５ 飲食店

ラケル　海老名ビナウォーク店 海老名市 中央１－４－１　ビナウォーク５番館　１Ｆ 飲食店

海老名甲羅本店 海老名市 中央２－２－２０ 飲食店

茶屋亜希子　海老名店 海老名市 勝瀬１１２－１ 飲食店

勝牛　海老名店 海老名市 勝瀬１１２－１ 飲食店

アウトバックステーキハウス　海老名店 海老名市 中央１－１８－１　ビナウォーク６番館　１Ｆ 飲食店

合同会社 Aasiana・Kitchen 海老名市 下今泉１－７－２　エコービル　１Ｆ 飲食店

VANSAN 海老名店 海老名市 めぐみ町２－１　ビナガーデンズテラス　４Ｆ 飲食店

LONCAFE 海老名店 海老名市 大谷南５－１－１　ＥＸＰＡＳＡ海老名 飲食店

すし家 海老名市 中央１－１５－７ 飲食店

ブーズ 海老名市 中央３－２－３８　テイクワンＡ号館２Ｆ 飲食店

naturry ナチュラルカレー 海老名市 めぐみ町２－１　ビナガーデンズテラス　２１１ 飲食店

博多天麩羅 きんのたかお 海老名店 海老名市 めぐみ町２－１　ビナガーデンズテラス　４Ｆ 飲食店

東京餃子軒 海老名かしわ台店 海老名市 柏ヶ谷７０１－２　相鉄かしわ台ビル　Ｂ 飲食店

道とん堀 杉久保店 海老名市 杉久保南５－２－８ 飲食店

弁柄カフェ 海老名市 中央３－２－１７　弁柄ビル１Ｆ 飲食店

炭火焼肉酒房海老名食堂 海老名市 中央１－７－１ 飲食店

赤から海老名店 海老名市 勝瀬１１２－１ 飲食店

焼肉の田口 海老名下今泉店 海老名市 下今泉３－１－３ 飲食店

焼肉トラジビナガーデンズテラス海老名店 海老名市 めぐみ町２－１　ビナガーデンテラス　４Ｆ 飲食店

大衆焼鳥 炭焼 おっけい 海老名店 海老名市 めぐみ町２－１　ＴＥＲＲＡＣＥ 飲食店

焼肉きんぐ 海老名上郷店 海老名市 上郷字堂場前４４５ 飲食店

Luck 海老名 海老名市 中央２－９－１ サービス
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加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

Appias 海老名店 海老名市 扇町６－７　ＮＡＶＥＬＨＯＵＳＥ サービス

Appias est 海老名店 海老名市 中央３－２－４８　スクエアビル　１Ｆ サービス

ArtloungeSikibu 海老名市 中央１－１９－２０　第十八三幸ビル　２Ａ サービス

ル・ジャルダン海老名店 海老名市 中央２－４－４３ サービス

サイズ カラーフィッツ 海老名店 海老名市 中央１－４－１　ビナウォーク５番館３Ｆ サービス

L’Allure 海老名市 中央２－４－４０　第二東宝ビル　１Ｆ サービス

PRINTEMPSbyflammeum 海老名市 国分南３－４－３１　エスパース８５２　１Ｆ サービス

ネイルランド海老名店 海老名市 中央１－１－１　ビナウォーク１番館 サービス

LUCIA さがみ野南口店 海老名市 東柏ヶ谷２－２５－２０　マルキビルパート　１－１０１ サービス

MODEK’s 海老名店 海老名市 めぐみ町２－１　ビナガーデンズテラス　１Ｆ サービス

ウェル・アアルト 海老名ビナウォーク店 海老名市 中央１－１３－１　ビナウォーク４番館 サービス

iruhair 海老名市 扇町１２－３０　ＩＶＹ　１０１ サービス

オカダヤ ビナウォーク海老名店 海老名市 中央１－４－１　ビナウォーク５番街　３Ｆ ショッピング

Link 海老名市 国分南１－３－１　メゾンエクセル　１Ｆ ショッピング

いづみ橋 酒友館 海老名市 下今泉５－５－１ ショッピング

ティップトップ 海老名市 中央１－４－１　ビナウォーク５番館　２Ｆ ショッピング

w closet ビナウォーク店 海老名市 中央１－４－１ ショッピング

Queue de Lapin 海老名市 扇町６－７　NAVELHOUSE １Ｆ 飲食店

ポポンデッタ with 小田急トレインギャラ 海老名市 中央１－１８－１　ビナウォーク６番館　２Ｆ ショッピング

リンツショコラカフェビナガーデンズ海老名 海老名市 めぐみ町２－１　ビナガーデンズテラス　３Ｆ 飲食店

ブーランジェリー ヤマ 海老名市 東柏ヶ谷３－１９－２６　エイムフルあさぎ　１０１ 飲食店

ロリアン洋菓子店 海老名市 東柏ヶ谷２－２－４０ ショッピング

からやま海老名店 海老名市 中新田４－１－２４ 飲食店

かつや 海老名 海老名市 中央２－３－２ 飲食店

JA さがみ 海老名グリーンセンター 海老名市 大谷２４６ ショッピング

ワタナベストアー ビナワンフーズ海老名店 海老名市 中央１－１－１　ビナウォーク１番館　１Ｆ ショッピング

業務スーパー 海老名店 海老名市 上今泉５－２７－３７ ショッピング

スーパーなかや 海老名店 海老名市 中新田３－８－９ ショッピング

業務スーパー海老名中央店 海老名市 中新田１－４－５５ ショッピング

焼肉 DINING 牛若 相模原市中央区 横山２丁目１０－８　 飲食店

セオサイクル相模原中央店 相模原市中央区 横山３丁目３１－１　淡路ビル１０２号室 ショッピング

すぺいん割烹ソレアド 相模原市中央区 矢部３丁目５－７　 飲食店

梵蔵 相模原市中央区 淵野辺３丁目４－１５・梵蔵内 飲食店

割烹フク佐屋 相模原市中央区 中央６丁目１３－５ 飲食店

江戸前寿司ちかなり 相模原市中央区 星が丘３－１４－８ 飲食店

BUZZ 相模原市中央区 相模原４－１－７　大川第一ビル１０１ 飲食店

そばや 池乃家 相模原市中央区 光が丘１－１－２０ 飲食店

鮨処そう 相模原市中央区 相模原６－２３－９　西門エイチエスビル１Ｆ 飲食店

高倉町珈琲相模原店 相模原市中央区 鹿沼台２－５－１２ 飲食店

マカロニ市場 相模原店 相模原市中央区 清新３－３－６ 飲食店

中国名菜 敦煌 相模原市中央区 相模原２－１３－１　スリ－エルビル　５Ｆ 飲食店
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有限会社加寿屋 相模原市中央区 高根２－２－１６ 飲食店

がってん寿司相模原星が丘店 相模原市中央区 星が丘１－１０－１ 飲食店

DroneLoungeJupite 相模原市中央区 横山２－１５－９ 飲食店

いくどん淵野辺店 相模原市中央区 淵野辺３－１９－１０ 飲食店

福よし淵野辺店 相模原市中央区 淵野辺３－１２－１８　山田ビル　１Ｆ 飲食店

江戸前寿司まさき 相模原市中央区 田名４０９９－７ 飲食店

田園 相模原市中央区 南橋本２－６－１３ 飲食店

麺場田所商店相模原店 相模原市中央区 高根１－７－３ 飲食店

鉄板焼レストランロワゾブリュウ 相模原市中央区 相模原２－１３－３　アサダヤビル　１Ｆ 飲食店

CHERRY´S 相模原市中央区 田名２２９４－１３　播州電気ビル１Ｆ 飲食店

焼肉きんぐ 相模原駅前店 相模原市中央区 相模原８－４－１ 飲食店

や台ずし 淵野辺北口駅前町 相模原市中央区 淵野辺３－６－１４　リーヴルスタジオ 飲食店

どんどん 淵野辺店 相模原市中央区 高根１－１３－２ 飲食店

hairresortOHIAbyflam 相模原市中央区 相模原３－１－１　久保田 T １ビル４Ｆ サービス

ヘアートリップ 相模原市中央区 中央６－１－１　ヴァンテアン中央　１Ｆ サービス

ヘアーリゾートクランプサガミハラ 相模原市中央区 相模原４－１１－９　よりずみビル１Ｆ サービス

美容室 price 淵野辺店 相模原市中央区 鹿沼台２－２３－１７　１Ｆ サービス

HairWave 相模原市中央区 清新７－１４－３３　１Ｆ サービス

プラーチェ相模原店 相模原市中央区 中央４－１２－６ サービス

淵野辺道具屋 相模原市中央区 東淵野辺５－１－１０ ショッピング

中村書店 本店 相模原市中央区 横山６－８－２１ ショッピング

くまざわ書店相模原店 相模原市中央区 相模原１－１－１９　相模原ｉｔ ’ ｓ　４Ｆ ショッピング

オフハウス相模原田名店 相模原市中央区 田名４３０９－１ ショッピング

文盛堂 相模原市中央区 千代田６－１－１８ ショッピング

プロショップ和光 中央店 相模原市中央区 中央３－１１－１４ ショッピング

ワークランド相模原店 相模原市中央区 高根１－７－７ ショッピング

マライカバザール相模原店 相模原市中央区 富士見３－１５－８ ショッピング

ゼスト相模原店 相模原市中央区 陽光台３－１９－１９ ショッピング

相武ガーデン 相模原市中央区 相模原７－１－２７ ショッピング

高根珈琲 淵野辺店 相模原市中央区 高根２－１－２０ ショッピング

南蛮屋 相模原店 相模原市中央区 富士見４－１１－９ ショッピング

OSOZAi ＋ CAFE 美濃味匠淵野辺 相模原市中央区 淵野辺４－１６－３６ ショッピング

からやま相模原 相模原市中央区 高根１－６－８ 飲食店

からやま南橋本 相模原市中央区 下九沢５５－１ 飲食店

かつや 相模原 相模原市中央区 共和３－１２－１３ 飲食店

かつや相模原上溝店 相模原市中央区 上溝２３８０－２ 飲食店

JA 相模原市 農産物直売所 ベジたべーな 相模原市中央区 青葉３－１－１ ショッピング

ヴェルジェ相模原店 相模原市中央区 清新５－２７－１３ ショッピング

寿司儀 相模原市中央区 相模原４－１－２１ 飲食店

シャディミキ 相模原市中央区 中央２－７－１３ ショッピング

L3Oyatsu ＆ Cafe 相模原市南区 南台５丁目１１－１９　ペアナ－ドオダサガ２Ｆ 飲食店
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美容室アイ・スタイル 相模原市南区 相模大野７丁目５－１　 サービス

よなが　ビストロ　おでん 相模原市南区 相模大野８丁目３－１　２０３ 飲食店

ラ ･ ボンバ神奈川 相模原市南区 相模大野６丁目６－２２ ショッピング

ILFAVORE 相模原市南区 相模大野８－６－１６　スカイビル１Ｆ 飲食店

KKINDIANRESTAURANT 相模原市南区 松が枝町２５－３３ 飲食店

ルプティオルム 相模原市南区 相模大野５－２６－８　Ks ビル１０２ 飲食店

京懐石りほう 相模原市南区 相模大野３－１３－１３ 飲食店

ワイン食堂 OWVO 相模原市南区 相模大野７－１４－９　グリーンシティビル１Ａ 飲食店

鮨まるひろ 相模原市南区 東林間４－４４－８ 飲食店

焼肉 ホルモン ぼなぺてぃ 相模原市南区 相模大野３－３－２－２１７　ボ－ノ相模大野　２Ｆ 飲食店

とんかつ割烹松村 相模原市南区 大野台２－１３－１９ 飲食店

ゆず庵 古淵店 相模原市南区 古淵３－１３－２８ 飲食店

焼肉レストラン BAN 相模原市南区 相模大野７－７－１３　ウェルネス K １Ｆ 飲食店

叙々苑 相模原店 相模原市南区 鵜野森３－７－１１ 飲食店

アストロプロダクツ 相模原店 相模原市南区 西大沼１－５－５ ショッピング

hatoha 相模原市南区 上鶴間本町４－５２－３０　岩井ビル１Ｆ サービス

Lecoeur 相模原市南区 相武台１－１７－３　宮島ビル１Ｆ サービス

Appias 相模原市南区 相模大野８－２－１７　福本ビル　２Ｆ サービス

HairLoungeW 相模原市南区 相模大野３－１９－１５　サンハイツ相模大野　２０２ サービス

ル・ジャルダン古淵店 相模原市南区 古淵２－１７－３　渋谷ビル１Ｆ サービス

LOVELLY’S 相模大野店 相模原市南区 相模大野８－２－１　ＳＥビル　４０１ サービス

Neolive Ca va 相模原市南区 相模大野３－１２－２　ＳＴビル　１Ｆ サービス

shalu 相模大野 相模原市南区 相模大野２－２２－１３　スペースファイブ　１Ｆ サービス

AUBEhairleia 相模大野店 相模原市南区 相模大野３－１２－６　アポロ相模大野ビル　４Ｆ サービス

SUNDY － K 相模原市南区 上鶴間７－５－１２　ＭＫビル　１Ｆ サービス

ATELIER MiA 相模原市南区 相模大野３－１４－７　ＳＯＦＴ－ＢＬＤ．　４Ｆ サービス

baboo 原当麻店 相模原市南区 下溝６０６－２１　プラザ２３６９－１Ｆ サービス

flammeum 相模大野店 相模原市南区 相模大野３－１３－１５　タカビル１Ｆ サービス

プラーチェ相模大野店 相模原市南区 相模大野３－１８－３　新井ビル　１Ｆ サービス

クロード・モネ 相模大野店 相模原市南区 相模大野３－１６－１　レガロビル　５Ｆ サービス

ハニーズ小田急相模原店 相模原市南区 南台３－２０－１　ラクアル・オダサガ　３Ｆ ショッピング

KISSYOSELECT ボーノ相模大野店 相模原市南区 相模大野３－２　ボーノ相模大野 ショッピング

PROSHOP 和光相模大野店 相模原市南区 豊町１５－５ ショッピング

古福庵町田店 相模原市南区 上鶴間２－８－１ ショッピング

クルクル 相模原市南区 西大沼１－５－５　ホビーショップタム・タム　１Ｆ ショッピング

ハッシュパピーイオン相模原店 相模原市南区 古淵２－１０－１ ショッピング

M2 相模大野レガロ店 相模原市南区 相模大野３－１６－１　レガロ　１Ｆ ショッピング

BUZZFUZZ ニトリモ－ル相模原 相模原市南区 大野台６－１－１　３Ｆ ショッピング

南蛮屋 小田急相模原店 相模原市南区 相南１－２－４６ ショッピング

かつや 相模大野 相模原市南区 相模大野１－３５－９ 飲食店

業務スーパー石黒 相模大野店 相模原市南区 相模大野４－５－１７　ロビーファイブ ショッピング
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新鮮市場なかや 大沼店 相模原市南区 若松４－１７－１７ ショッピング

カノカフルール 相模原市南区 東林間５－１１－１　メゾンカルム１０２ サービス

miicoplus 相模原市南区 南台４－１３－１６　和光ビル　１０４ サービス

Aeolus 相模原市南区 相模大野３－１６－７　ＭＡＴビル　１Ｆ サービス

アエラス ラナ 相模原市南区 相模大野５－２７－４　和興ビル　１Ｆ サービス

串焼き　佐藤 相模原市緑区 橋本６丁目２６－１０　ファミールクレストコート１Ｆ 飲食店

KsBASE 相模原市緑区 大山町１１－１１　デュエルビル２０２ エンターテイメント

本格インドカレー　eim´s 相模原市緑区 橋本８－２－１　ラフロール橋本Ｃ棟 飲食店

和酒ダイニング 月夜のこころ。 相模原市緑区 橋本３－１７－４　橋本第一ビル　６Ｆ 飲食店

独楽寿司 相模原店 相模原市緑区 西橋本２－２８－４ 飲食店

ハックルベリー 相模原市緑区 城山４－２－１０ 飲食店

インドの恵み橋本店 相模原市緑区 東橋本１－２１－１２　ロードサイドヒルズ１Ｆ 飲食店

ホルモン市場下九沢店 相模原市緑区 下九沢２３８８－１ 飲食店

炭焼○まる 橋本店 相模原市緑区 橋本３－１４－１３ 飲食店

クラフト相模原店 相模原市緑区 橋本２－２１－２ ショッピング

hair make be 相模原市緑区 橋本６－２７－２　第一間瀬ビル　１Ｆ サービス

スカイ セカンド 相模原市緑区 橋本２－２－１８　コンフォ－ト２　２Ｆ サービス

美容室 MUI 橋本店 相模原市緑区 橋本６－２－２　Ｂ ’ ｓタワー橋本　Ｅ－２０８ サービス

Design Credo 相模原市緑区 橋本２－８－１５　カ－サセフィ－ロ　１Ｆ サービス

ヘアーステップ 相模原市緑区 橋本６－１２－２　S.G-BLD １Ｆ サービス

紅豆杉 相模原市緑区 西橋本１－２７－１２ ショッピング

九龍 商店街区 相模原市緑区 西橋本４－１４－１３ ショッピング

ビアードパパの作りたて工房 橋本店 相模原市緑区 橋本２－３－２　京王ストアキッチンコート橋本店 ショッピング

かつや相模原橋本店 相模原市緑区 西橋本２－２８－７ 飲食店

あぐりんず つくい 相模原市緑区 中野 625-1 ショッピング

公正屋 下九沢店 相模原市緑区 下九沢２１２１－１ ショッピング

Blanc 相模原市緑区 東橋本１－２４－１７　クオーレ橋本１Ｆ ショッピング

花の駅　つぐみ工房 秦野市 上大槻６２０番地１　 ショッピング

麺処　よつかど 秦野市 栄町６－１７　 飲食店

焼肉　たいざん 秦野市 南矢名１丁目１５番地２１号　 飲食店

トラットリア；ピノーロ 秦野市 鶴巻１９００－１０　 飲食店

旬彩厨房 太タニ 秦野市 松原町１－２２ 飲食店

Green Grain 秦野市 寿町１－２３ ショッピング

安楽亭　秦野渋沢店 秦野市 堀西３５－１ 飲食店

銀八 秦野市 堀川３０ 飲食店

そば処 石庄庵 秦野市 寺山１５８０ 飲食店

志津加 秦野市 平沢８２６ 飲食店

華もん 秦野市 平沢３８２－５ 飲食店

イタリアントマトカフェジュニア小田急秦野 秦野市 大秦町１－１ 飲食店

元祖からあげ本舗みよし 秦野市 堀川１３４ 飲食店

焼肉屋さかい秦野店 秦野市 富士見町２－２１ 飲食店
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CAPA 秦野 秦野市 大秦町１－１　小田急マルシェ秦野 サービス

ART HAIR SAMURAI 秦野市 柳町１－３－５　石井ビル１Ｆ サービス

AIZU 渋沢店 秦野市 松原町３－３　関野ビル　３Ｆ サービス

ties － HADANO 秦野市 本町２－２－１　ＴＡＴＳＵＭＩビル　１Ｆ サービス

PANDOLA 美容室 本店 秦野市 元町５－１２ サービス

ties 秦野市 柳町１－１３－１６　関野ビル８　１Ｆ サービス

てっパンはだの桜みち店 秦野市 堀山下３４１－５ 飲食店

正喜 秦野市 尾尻５７９－２ ショッピング

クラフトパーク 秦野店 秦野市 尾尻４９４－２ ショッピング

ガレージオフ秦野店 秦野市 平沢４０１－１ ショッピング

オフハウス秦野店 秦野市 平沢４０１－１ ショッピング

メディアポリス 秦野渋沢店 秦野市 平沢３６３－３ ショッピング

パッケージプラザ渋沢店 秦野市 松原町３－７ ショッピング

はだのじばさんず 秦野市 平沢４７７ ショッピング

小田原百貨店 渋沢店 秦野市 柳町２－２－１５ ショッピング

秦野いずみストアー 秦野市 南矢名５－５－１２ ショッピング

トラットリア フーコ 秦野市 平沢２５４９－１４ 飲食店

フランドール本店 秦野市 堀西７－３ 飲食店

Black Tree 秦野市 春日町５－５ＫＳビル１階 サービス

やきとり　とり平 綾瀬市 綾西２丁目１２－６　 飲食店

スエヒロ館　綾瀬店 綾瀬市 深谷上１丁目１－３ 飲食店

エイトオーズファーム 綾瀬市 大上１－２４ 飲食店

KAZE 綾瀬市 深谷中１－１６－３５ 飲食店

P Factory 綾瀬店 綾瀬市 深谷中２－６－３７ 飲食店

アピオ 株式会社 綾瀬市 吉岡６５１ ショッピング

ハニーズ 綾瀬店 綾瀬市 深谷３７３４－１　綾瀬タウンヒルズＳＣ　１Ｆ ショッピング

くまざわ書店 綾瀬店 綾瀬市 深谷３７３４－１　綾瀬タウンヒルズショッピングセンター　２Ｆ ショッピング

ハンディホームセンター 綾瀬店 綾瀬市 深谷１７７７ ショッピング

有限会社ブラジルエクスプレス 綾瀬市 寺尾台１－１３－３６ ショッピング

ママイクコ綾瀬タウンヒルズ 綾瀬市 綾瀬市深谷中 1-1-1 綾瀬タウンヒルズ 1F ショッピング

かつや神奈川綾瀬店 綾瀬市 深谷上２－１－４ 飲食店

JA さがみ グリーンセンター綾瀬 綾瀬市 深谷中３－４－５ ショッピング

業務スーパー綾瀬中央店 綾瀬市 深谷３６３３－８ ショッピング

さくら鮨 綾瀬市 寺尾台２－３０－２３ 飲食店

ぱ－ら－　太陽と月 茅ヶ崎市 共恵１丁目７－３０　共恵ビル１階 飲食店

巴屋 茅ヶ崎市 出口町１２－７０　 飲食店

diarblue 茅ヶ崎 茅ヶ崎市 共恵１丁目９－８　オガワハウス１階 サービス

トラッテリア・ラ・ルーチェ 茅ヶ崎市 香川６丁目２６－２２　 飲食店

ドラゴンバル 茅ヶ崎市 浜竹３丁目２－２７　 飲食店

霧シマ 茅ヶ崎市 香川４丁目１１－１３ 飲食店

ステーキのどん　茅ケ崎店 茅ヶ崎市 西久保１５２１ 飲食店
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エルマンボ 茅ヶ崎市 共恵１－５－２０ 飲食店

サザンビーチカフェ 茅ヶ崎市 中海岸４－１２９８６ 飲食店

すし処あさまる 茅ヶ崎市 共恵１－３－８ 飲食店

寿し康 茅ヶ崎市 旭が丘２－１４ 飲食店

S － 46BeerMarket 茅ヶ崎市 赤松町１３－４　ピオニー湘南１Ｆ 飲食店

キッチン 078 茅ヶ崎市 幸町２３－１６　サザンコ－ト７－９ 飲食店

いろどり食堂 茅ヶ崎市 共恵１－１３－２３ 飲食店

ピッツェリア＆オステリア アグルメ 茅ヶ崎市 東海岸南６－３－２６　シーサイドビル１Ｆ 飲食店

チガサキッチン アグルメ 茅ヶ崎市 幸町２３－１８　渡辺ビル１Ｆ 飲食店

焼肉 POPO 茅ヶ崎市 茅ヶ崎２－６－３０　マックスビル　１Ｆ 飲食店

串焼きビストロ グリとニル 茅ヶ崎市 元町２－２２ 飲食店

鮨みやもと 茅ヶ崎市 東海岸南２－６－１２　ルファール東海岸１０３ 飲食店

海女小屋 茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 柳島１８７７－３ 飲食店

スペインクラブ茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 新栄町１０－２５　ルアンビル　１Ｆ 飲食店

オーガニック ガーデン 茅ヶ崎市 堤３５５６－１ 飲食店

L’Aquila d’Oro 茅ヶ崎市 本宿町１２－１１ エンターテイメント

CAFE DINING 幾千 茅ヶ崎市 赤松町１３－１　フィル・パ－ク湘南辻堂　２Ｆ 飲食店

柳島キッチン 茅ヶ崎市 柳島１３００　柳島スポ－ツ公園内 飲食店

サザンビ－チ北原珈琲 茅ヶ崎市 中海岸４－１２９８６－５２ 飲食店

K － OHANA’S 茅ヶ崎市 東海岸南１－９－１７ 飲食店

えぼし本店 茅ヶ崎市 南湖５－１７－５６ 飲食店

マサオカ 茅ヶ崎市 共恵１－３－１４　ライオンズプラザ茅ヶ崎駅前　１０２ 飲食店

リキリキデリ 茅ケ崎店 茅ヶ崎市 中海岸３－１０－４７ 飲食店

焼肉スエヒロ館 茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 下町屋１－１０－２４ 飲食店

やきとり居酒屋 吉鳥 茅ヶ崎市 幸町２２－２０　幸ハイツ１Ｆ 飲食店

焼肉 登龍門 茅ヶ崎市 今宿７３１ 飲食店

とり介 南口店 茅ヶ崎市 幸町３－１１　大和第二ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉 吉政 茅ヶ崎市 共恵１－６－２０ 飲食店

焼肉きんぐ茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 小和田２－１２－６７ 飲食店

養老乃瀧柳島海岸店 茅ヶ崎市 柳島海岸１６－１３ 飲食店

Botanica 茅ヶ崎市 浜竹３－４－３８　ミネオビルパート１　１Ｆ サービス

CREA 茅ヶ崎 茅ヶ崎市 幸町２－１０　ジョイ茅ヶ崎パート　１１０５ サービス

CAPA 茅ヶ崎 茅ヶ崎市 元町２－１　湘南山鉄プラザ サービス

Ark 茅ヶ崎市 幸町２３－２ サービス

crop es 茅ヶ崎 茅ヶ崎市 元町１７－７ サービス

ハーレーダビッドソン 湘南 茅ヶ崎市 中島２５５ ショッピング

ユーメディア 二輪修理工場 茅ヶ崎市 中島２５５ ショッピング

Lehua 茅ヶ崎市 茅ヶ崎２－６－３０　マックスビル２Ｆ サービス

ホンダドリーム茅ヶ崎 茅ヶ崎市 中島１２－７ ショッピング

美容室 hannari 茅ヶ崎市 東海岸北３－１４－２１ サービス

lacoiffuredeexcel 茅ヶ崎 茅ヶ崎市 幸町２１－２５　伊藤ビル　１Ｆ サービス
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アトレ茅ヶ崎 茅ヶ崎市 新栄町１１－１６　旦恵ビル２Ｆ サービス

Arking 茅ヶ崎市 元町６－３ サービス

メンズサロン FADE ＆ LINE 茅ヶ崎 茅ヶ崎市 新栄町７－４ サービス

Reange 茅ヶ崎市 浜竹３－４－４５ サービス

sweetroom 茅ヶ崎 茅ヶ崎市 共恵１－２－２１　２Ｆ サービス

PiNupGirl 茅ヶ崎市 新栄町７－７　２Ｆ サービス

Salon de MADE 茅ヶ崎市 新栄町１３－６　殿木ビル　３Ｆ サービス

CREA 茅ヶ崎 茅ヶ崎市 幸町２－１０　ジョイ茅ヶ崎パート　１－１０５ サービス

belinda by smart 茅ヶ崎市 共恵１－２－１　池杉ビル　２Ｆ サービス

STYLE 茅ヶ崎 茅ヶ崎市 幸町２－１８　武藤ビル サービス

CREA 茅ヶ崎北口 茅ヶ崎市 新栄町１１－２０　ニシノミヤビル　２Ｆ サービス

KellybyReange 茅ヶ崎市 新栄町１０－２５　３Ｆ サービス

NeigebyReange 茅ヶ崎市 浜竹３－４－４３　ライフピアモア辻堂 サービス

ビオリー湘南 茅ヶ崎市 新栄町１－１　山治ビル３Ｆ サービス

The coast by neolive 茅ヶ崎市 赤松町１３－１　フィル・パーク湘南辻堂　３Ｆ サービス

ヘアーフリーク 茅ヶ崎市 元町４－３３　スプリングストーン　３Ｆ サービス

SPORTIFF 茅ケ崎店 茅ヶ崎市 東海岸南２－１１－１３ ショッピング

カギサン酒店 茅ヶ崎市 新栄町１１－８ ショッピング

葦海岸店 茅ヶ崎市 松が丘２－１２－３８ 飲食店

ぷちショップマインマート茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 常盤町６－４４ ショッピング

ぷちショップマインマート萩園店 茅ヶ崎市 萩園２３３８ ショッピング

マンボデガ 茅ヶ崎市 幸町３－２８ ショッピング

北村水産 茅ヶ崎市 柳島海岸１５－８ ショッピング

湘南せんべい製造元 三河屋 茅ヶ崎市 香川３－２９－３ ショッピング

湘南せんべい製造元 三河屋茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 十間坂１－２－２ ショッピング

からやま茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 下町屋１－１０－８ 飲食店

かつや茅ヶ崎今宿店 茅ヶ崎市 今宿１６６７－１ 飲食店

たまや 浜竹店 茅ヶ崎市 浜竹１－７－２７ ショッピング

たまや 浜見平店 茅ヶ崎市 浜見平３－１　ＢＲＡＮＣＨ茅ヶ崎　２１Ｆ ショッピング

たまや 幸町店 茅ヶ崎市 幸町２０－３３ ショッピング

有限会社イヌヰ熊澤商店 茅ヶ崎市 南湖２－８－４ ショッピング

旬彩 心花 茅ヶ崎市 共恵１ー７ー２５　山本ビル２Ｆ 飲食店

Trattoria Ravizzone 茅ヶ崎市 富士見町５－２８ 飲食店

NailSalonLUODA 茅ヶ崎市 浜竹２－８－１　クレスト辻堂Ｂ　１Ｆ サービス

パシフィックスタイル 茅ヶ崎市 東海岸北１－７－２５　リトルキング茅ヶ崎１　１Ｆ ショッピング

サ－フシ－ン 藤沢市 片瀬海岸１丁目１０－１１　 ショッピング

ら－めん能登山 藤沢市 長後７４８　 飲食店

蕎麦粉食堂 Buckwheat 藤沢市 鵠沼橘１丁目１番９号　Ｓ１１９ビル２階 飲食店

居酒屋通りゃんせ 藤沢市 善行７丁目５－３　 飲食店

Blanca　by　Reange 藤沢市 辻堂新町１丁目１－１３　西村ビル１Ｆ サービス

フルーツパーラーフジサワ 藤沢市 藤沢５５９－３　 ショッピング
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服飾雑貨 man 藤沢市 江の島１丁目４－８　 ショッピング

イタリアンバル風 藤沢市 鵠沼石上１丁目３－１０　 飲食店

イタリア食堂ディエ－チ 藤沢市 辻堂東海岸３丁目１－１４　 飲食店

ホルモン元気屋 藤沢市 善行７丁目６－６　サニーレジデンス善行第３１０５ 飲食店

湘南ファーム 藤沢市 南藤沢９－２　山下ビル１０４号 飲食店

STEAK　HOUSE　sand 藤沢市 辻堂東海岸１丁目１２－２７　マイタウン海岸通り１階Ｂ 飲食店

サロン TANGAN 藤沢市 藤沢５７２ラホ－ヤ藤沢３０７ サービス

オ料理 旬楽 エビス 藤沢市 鵠沼石上１丁目７－１　ケインズタワービル８Ｆ 飲食店

鉄板グリル鎌倉山 藤沢市 南藤沢２－１－２　ザ・プライムビル　７Ｆ 飲食店

ド・マーレ湘南藤沢店 藤沢市 南藤沢３－１　ＫＤビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

ハングリータイガー　湘南辻堂店 藤沢市 辻堂新町２－４－１８ 飲食店

寿司春 藤沢市 辻堂２ー１－６ 飲食店

隠れ里車屋 藤沢市 城南２－９－１３ 飲食店

七福　藤沢店 藤沢市 鵠沼石上１－１－１ 飲食店

さしみ茶屋　樽寿司 藤沢市 鵠沼石上１－７－１　ケインズタワー　１Ｆ 飲食店

カルビ屋ワッショイライフタウン店 藤沢市 遠藤２０１６－２０ 飲食店

カルビ屋ワッショイ辻堂南店 藤沢市 辻堂６－１８－２３ 飲食店

新江ノ島水族館　オーシャンカフェ 藤沢市 片瀬海岸２－１９－１ 飲食店

幸庵 藤沢市 鵠沼花沢町２－８　ルート鵠沼 飲食店

藤沢喜びの里 藤沢市 南藤沢２２－２　春日ビルＢ１Ｆ 飲食店

樽寿司　サンパール店 藤沢市 藤沢５５５　サンパール藤沢ビル　８Ｆ 飲食店

クラリタ 藤沢市 片瀬海岸１－６－１１ 飲食店

栄太郎鮨 藤沢市 鵠沼海岸２－６－３ 飲食店

イルキャンティビーチェ 藤沢市 片瀬海岸２－２０－８ 飲食店

翻車魚丸 藤沢市 鵠沼石上１－１３－１０ 飲食店

鮨まぜき 藤沢市 南藤沢２３－６　富士見ビル　Ｂ１ 飲食店

タヴェルナ・バレーナ 藤沢市 南藤沢２２－１４ 飲食店

釜めし歳時記さき亭 藤沢市 鵠沼石上１－３－１３　１Ｆ 飲食店

湘南前玉寿司 藤沢市 辻堂４－２－４８ 飲食店

イルキャンティカフェ江の島 藤沢市 江の島２－４－１５ 飲食店

佛蘭西料理名古屋 藤沢市 鵠沼海岸６－８－１４ 飲食店

CAPRICE 藤沢市 辻堂元町１－３－２５　辻堂コラム２ビル　１Ｆ 飲食店

DAYS 鵠沼 藤沢市 鵠沼海岸２－７－７　都ハイム　１Ｆ 飲食店

ジンギスカン羊堂 藤沢市 辻堂元町１－１－３１　三協ビル　１Ｆ 飲食店

Portovino 藤沢市 鵠沼石上１－４－１３　ロコテラス湘南　Ｂ１Ｆ 飲食店

二代目笑楽 藤沢市 鵠沼橘１－１－９　S １１９ビル 飲食店

LONCAFE 湘南江の島本店 藤沢市 江の島２－３－３８　サムエルコッキング苑内 飲食店

Cooker’s grill 藤沢市 辻堂２－９－３５ 飲食店

和酒屋まさかり 藤沢市 南藤沢４－２　吉田ビル　４Ｆ 飲食店

鮨 たかし 藤沢市 鵠沼石上１－８－１１　プロヴァンスビル５Ｆ 飲食店

マカロニ市場 藤沢店 藤沢市 大庭５１３４－６ 飲食店
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PIZZERIA ＆ DININGPICO 藤沢市 片瀬海岸１－１１－３０ 飲食店

レオン 藤沢市 藤沢１００９－６　中島ビル　２Ｆ 飲食店

焼肉金金 藤沢市 片瀬３－１４－３３　２Ｆ 飲食店

noka table 藤沢市 南藤沢２３－５　東ビル　１Ｆ 飲食店

Spica 藤沢市 鵠沼花沢町１－５　フラワ－ビル　２Ｆ 飲食店

ビストロ ボン・グ－・コクブ 藤沢市 長後６７５－１　アンテナショップ長後　２Ｆ 飲食店

割烹 清風 藤沢市 藤沢５６７　林ビル　２Ｆ　Ａ 飲食店

ステ－キハウス Rocky 藤沢市 南藤沢２３－１　藤沢コ－プビル　１０２ 飲食店

Cafe 湘南テラス 藤沢市 湘南台１－１０－１０　ソレア－ド湘南　１０２ 飲食店

アメリカンハウスダイナー辻堂店 藤沢市 辻堂６－４－１１ 飲食店

トラットリア ボッテ 藤沢市 藤沢５５５　藤沢さいか屋　８Ｆ 飲食店

ステーキハウス T ＆ T 藤沢市 善行７－１１－３ 飲食店

湘南韓バル GOKAN 藤沢市 片瀬海岸１－１３－１２ 飲食店

うな善 藤沢市 善行１－２３－１ 飲食店

江之島亭 藤沢市 江の島２－６－５ 飲食店

とびっちょ 本店 藤沢市 江の島１－６－７ 飲食店

とびっちょ 仲見世通り店 藤沢市 江の島２－１－９ 飲食店

Cafe とびっちょ ヨットハーバー店 藤沢市 江の島１－１２－２　ヨットハーバー 飲食店

Ristorante Ecru 藤沢市 鵠沼橘１－３－１６　サンプラザ鵠沼橘　Ｂ１Ｆ 飲食店

LIFE sea 藤沢市 辻堂元町６－２０－１ 飲食店

鮨処 池園 藤沢市 鵠沼石上１－３－１１　第一興産１５号館　４Ｆ 飲食店

SCHMATZ 湘南台店 藤沢市 湘南台２－１５　小田急マルシェ湘南台２ 飲食店

自遊空間藤沢駅前南口店 藤沢市 南藤沢２２－１　神中第二ビル　７Ｆ 飲食店

MOKE’S HAWAII エノシマ 藤沢市 江の島１－６－８ 飲食店

ペッパーランチ 藤沢駅前店 藤沢市 南藤沢２０－１　第一興産２２号館　１Ｆ 飲食店

サブウェイ藤沢駅南口店 藤沢市 南藤沢３－１３　ＦＫＤビル 飲食店

甚伍朗鮨 藤沢市 鵠沼石上１－４－６　甚伍朗ビル　３Ｆ 飲食店

樽寿司 本店 藤沢市 本鵠沼４－７－１９ 飲食店

灯台キッチン DELI ＆ TEA 藤沢市 江の島２－３－２８ 飲食店

クイント鵠沼海岸店 藤沢市 鵠沼海岸２－２－１１ 飲食店

トラスパレンテラクア 藤沢市 江の島２－６－７ 飲食店

焼肉屋さかい 鵠沼海岸店 藤沢市 鵠沼海岸１－１６－３ 飲食店

焼肉屋さかい 湘南ライフタウン店 藤沢市 石川２－４－１１ 飲食店

や台ずし 藤沢本町 藤沢市 藤沢３－１－２７ 飲食店

湘南肉豚屋 藤沢市 南藤沢７－１０　英邦第一ビル１Ｆ 飲食店

焼肉れすとらん SHONAN 藤沢市 鵠沼花沢町２－４　アサダビル１Ｆ 飲食店

串焼酒場クシベエ 藤沢市 南藤沢３－５ 飲食店

肉の寅屋 藤沢市 湘南台２－１－１　ペアシティ湘南１０３ 飲食店

どんどん 湘南台店 藤沢市 湘南台１－３２－１６ 飲食店

食彩和牛しげ吉湘南台店 藤沢市 湘南台１－５－８ 飲食店

炭火焼肉えのもと 藤沢市 湘南台２－８－７　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ湘南台 飲食店
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炭もんダイニング COCORICO 藤沢市 鵠沼橘１－１７－１５ 飲食店

赤から 藤沢店 藤沢市 南藤沢２１－８　大安興業ビル　Ｂ１ 飲食店

炭屋串兵衛元祖藤沢店 藤沢市 鵠沼橘１－１７－２ 飲食店

橙炭火焼鳥＆ NOODLE 藤沢市 南藤沢３－３　藤沢平和ビル　２Ｆ 飲食店

焼肉屋くいどん湘南台店 藤沢市 高倉１２１５ 飲食店

居酒屋きて屋 藤沢店 藤沢市 南藤沢１９－１３ 飲食店

炭火焼肉ホルモンズフジサワ 藤沢市 南藤沢４－１　山榮ビル２Ｆ 飲食店

焼肉富士苑 藤沢市 村岡東２－１５－３　広田ビル１Ｆ 飲食店

牛繁藤沢店 藤沢市 南藤沢２０－１５　第一興産１８号館 飲食店

やきとり工房辻堂店 藤沢市 辻堂新町１－１－１５ 飲食店

隠れ菴 忍家 辻堂駅前店 藤沢市 辻堂１－２－１　中堂第一ビル　８Ｆ 飲食店

炭火焼肉かこい 藤沢市 鵠沼石上１－３－３　相模プラザ第五ビル　４Ｆ 飲食店

焼肉レストラン ヨンドン 藤沢市 西富５３０－１　サンプラザ湘南２Ｆ 飲食店

焼肉きんぐ 藤沢店 藤沢市 柄沢６１５ 飲食店

GRAPEVINES 辻堂 藤沢市 辻堂２－１－８　エバーズ第十一辻堂ビル　５Ｆ サービス

フラミューム藤沢店 藤沢市 藤沢１０４４－３６ サービス

BCOOL 藤沢市 辻堂西海岸１－７－２ サービス

Shalu 辻堂 藤沢市 辻堂神台２－２－４４－１ サービス

タイヤステージ 湘南店 藤沢市 石川５－１０－２６ ショッピング

アストロプロダクツ 藤沢店 藤沢市 亀井野３２６４－２ ショッピング

アッチエ 藤沢市 鵠沼石上１－２－５　第一ミヤビル　１Ｆ サービス

ぶらうん 藤沢市 鵠沼橘１－１７－５ サービス

rico 藤沢市 鵠沼石上１－１－１７　米善ビル　１Ｆ サービス

ラ コワフェル ド エクセル 藤沢店 藤沢市 鵠沼石上１－４－６　ジンゴロウビル　１Ｆ サービス

cropes 辻堂 藤沢市 辻堂１－２－２　リストレジデンス辻堂タワー　３Ｆ サービス

フェリーチェ藤沢 藤沢市 鵠沼石上１－１３－１３　共同ビル１０５ サービス

HairDesignAla 藤沢市 南藤沢９－１１　エムエムビル１０５ サービス

アトレ湘南台 藤沢市 湘南台２－４－６　ノワビル 2　３Ｆ サービス

TriP 藤沢市 亀井野１－９－７－１０２　コーポ平川 サービス

BLUE GARDEN 藤沢市 南藤沢２０－１８　２Ｆ サービス

エクセル美容室 藤沢店 藤沢市 鵠沼石上１－３－１５　平本ビル　１Ｆ－１０２ サービス

サニーサイド 藤沢市 藤沢９６６－３　毛利ビル　４Ｆ　Ｂ サービス

WAVE 藤沢市 片瀬海岸２－１８－１７　ＥＮＯＴＯＫＩ　３Ｆ　Ｂ サービス

Liolu 藤沢市 辻堂東海岸１－１２－２７　マイタウン海岸通り　Ａ号室 サービス

diar 藤沢市 鵠沼橘１－２－１０　MG ビル１Ｆ サービス

美容室ニューヨークコレクション 藤沢市 鵠沼石上１－４－１３　ロコテラス湘南　２０３ サービス

bless 湘南台 藤沢市 湘南台２－１０－１２　３Ｆ サービス

HairsalonCocoa 藤沢市 片瀬４－１６－１０　キムラ建設ビル１Ｆ サービス

LUCK 辻堂 藤沢市 辻堂神台１－２－１２　Ｌｕｚ湘南辻堂　５Ｆ サービス

Logue 藤沢市 南藤沢２３－６ サービス

コムズ リブリ 藤沢市 辻堂元町６－４－１　藤沢ＳＳＴ湘南Ｔ－ＳＩＴＥ内 サービス
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AUBEhairbeach 藤沢店 藤沢市 鵠沼石上１－３－１　第三えのはビル　２Ｆ サービス

Aguhairdiary 辻堂 藤沢市 辻堂２－７－１６　ＳＨＯＮＡＮＳＡＫＵＲＡＩＢＬＤ　７Ｆ サービス

CandyMarket 藤沢市 辻堂神台２－１－２１　１Ｆ サービス

sweetroom 藤沢市 辻堂２－７－７　１Ｆ サービス

Hamonishair 藤沢市 湘南台１－２５－１６　田島ビル　１Ｆ サービス

HONMA オムフェム 藤沢市 鵠沼石上１－８－２　ア－バンライフ湘南　１Ｆ サービス

ヘアーサロン HONMA 藤沢市 辻堂神台２－４－４３ サービス

アトレフジサワテン 藤沢市 南藤沢２０－２１　MK ビル３Ｆ サービス

LuLu by KENJE 藤沢市 本鵠沼２－１４－６　２Ｆ サービス

SPRING 藤沢本町 藤沢市 藤沢２－３－１０　ミネオビル　１Ｆ サービス

WHITE 湘南藤沢店 藤沢市 鵠沼石上１－２－２　ASCA ビル４Ｆ サービス

CelinebyReange 藤沢市 辻堂２－４－２９　K ビル・辻堂サンビューハイツ１０１ サービス

エミュー 藤沢市 湘南台１－１１－１１　野中マンション１Ｆ サービス

NOA by KENJE 藤沢市 辻堂新町１－１－１７　プレール湘南辻堂ステーションＴＷ サービス

CREED 藤沢市 南藤沢２０－１５　第一興産１８号館　２０１ サービス

KENJE 湘南台 ANNEX 藤沢市 円行２－２８－８ サービス

PAAQ 藤沢市 鵠沼橘１－１７－ 1 ４ サービス

SEVENTHSENSE 藤沢市 南藤沢６－１５　カサハラビル２－２０１ サービス

平川タイヤサービス 藤沢市 亀井野２４８８ ショッピング

PooL by STYLE 藤沢市 鵠沼石上１－８－１１　プロヴァンスビル　２Ｆ サービス

CARO by KENJE 藤沢市 亀井野２－２５－２ サービス

KENJE sanando 藤沢市 亀井野２－２－２ サービス

AFLOAT SHONAN 藤沢市 藤沢５４１－３ サービス

Nico by KENJE 藤沢市 湘南台１－６－１８　湘南台川口ビル　１Ｆ サービス

YARD 藤沢市 鵠沼橘１－１－１７　サンヨ－ビル４ＡＢ サービス

Ancheribyflammeum 藤沢市 藤沢４８４－２５　第２吉田ビル２Ｆ サービス

sweetroom 藤沢 藤沢市 南藤沢２０－１７　門倉ビル６　２Ｆ サービス

Porte H 藤沢市 鵠沼橘１－１－１２　ＭｉｌｋｙＷａｙ　１Ｆ サービス

PORTE H 藤沢市 鵠沼橘１－１６－５－２０１　春蔵舎 サービス

Danpachi by KENJE 藤沢市 湘南台１－６－１８　湘南台川口ビル３０３ サービス

ハッピータイヤ 藤沢市 立石２－７－４ ショッピング

BettyBlue 藤沢市 南藤沢２０－２　第一興産ビル２２号館　４Ｆ サービス

KENJE 善行 藤沢市 善行１－２３－３ サービス

ANT’S 本店 藤沢市 辻堂２－１２－２１ サービス

コムズ 橘店 藤沢市 鵠沼橘１－１－６　ネオ山田ビル　１Ｆ サービス

niaro 藤沢市 藤沢５７５－１　クリオ藤沢壱番館　１０１ サービス

リシェルアイラッシュ藤沢店 藤沢市 藤沢４８４－２５　第二吉田ビル　３Ｆ サービス

プロストック藤沢店 藤沢市 亀井野３－１－４ ショッピング

ベリテ／ 0680 藤沢店 藤沢市 南藤沢２２－３　ＯＰＡ　１Ｆ ショッピング

ジャック ラビッツ 藤沢市 南藤沢２－１－１　フジサワ名店ビル　３Ｆ ショッピング

十兵衛 藤沢市 辻堂新町４－３－３ ショッピング
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くまざわ書店 湘南台店 藤沢市 石川６－２－１　イトーヨーカ堂湘南台店　３Ｆ ショッピング

BOOK BOX 文華堂 藤沢市 湘南台１－４３－１３ ショッピング

mina perhonen koti 藤沢市 辻堂元町６－２０－１　湘南Ｔ－ＳＩＴＥ２号館　１Ｆ ショッピング

フルモト藤沢店 藤沢市 亀井野４－１６－２４ ショッピング

エキスパート 湘南台店 藤沢市 湘南台６－３４－１０　グランドール湘南台　１Ｆ ショッピング

葦湘南台店 藤沢市 湘南台１－４－３　サンシャイン湘南台ビル　１Ｆ 飲食店

リサイクルガーデン 藤沢用田店 藤沢市 用田１０２２－１ ショッピング

宗家源吉兆庵 辻堂店 藤沢市 辻堂３－２－５３ 飲食店

宗家源吉兆庵 湘南台店 藤沢市 湘南台２－９－１　ファーストステージ湘南台　１Ｆ 飲食店

葉山ガーデン 湘南 T － SITE 店 藤沢市 辻堂元町６－２０－１　２号館　２Ｆ ショッピング

オリンピア MrMax 湘南藤沢店 藤沢市 辻堂新町４－３－５　ＭｒＭａｘ湘南藤沢ショッピングセンター　１Ｆ ショッピング

有限会社安藤精肉店 藤沢市 高倉６０６－４ ショッピング

flower ＆ GreenLucca 藤沢市 辻堂神台２－２－４６ ショッピング

DOGDEPT 湘南江ノ島店 藤沢市 鵠沼海岸１－６－１４ ショッピング

銀装湘南ラサール店 藤沢市 辻堂新町４－２－１２ 飲食店

はんこ屋さん 21 湘南藤沢店 藤沢市 藤沢５４０－１ ショッピング

デルフィス江ノ島 藤沢市 江の島２－３－２８　サムエルコッキング苑内 ショッピング

へいわ 藤沢市 鵠沼海岸５－１１－２９ ショッピング

神中生花店 藤沢市 南藤沢２２－２　春日ビル１Ｆ ショッピング

お菓子のアトリエニコラ 藤沢市 遠藤７０１－６　滝の沢ストア　１０１ 飲食店

有限会社 北村商店 藤沢市 藤沢５５５　サンパール藤沢　１Ｆ ショッピング

福田屋人形店 藤沢本店 藤沢市 本町１－３－２９ ショッピング

はんこ屋さん 21 湘南台店 藤沢市 湘南台１－４２－３　田遠ビル　１Ｆ ショッピング

Travis Mathew Shonan 藤沢市 片瀬海岸２－１８－１７ ショッピング

南蛮屋 湘南台店 藤沢市 湘南台２－１７－１７ ショッピング

HARE ／ PAN 藤沢店 藤沢市 石川６３５－８ ショッピング

魚芳 藤沢市 亀井野３－２－５ ショッピング

27COFFEEROASTERS 藤沢市 辻堂元町５－２－２４ ショッピング

muginami BAKERY 藤沢市 辻堂東海岸１－１０－１８ ショッピング

魁力屋藤沢石川店 藤沢市 石川５－２７－１１ 飲食店

かつや 藤沢南口 藤沢市 南藤沢３－４ 飲食店

かつや湘南藤沢石川店 藤沢市 石川６３６－６ 飲食店

かつや藤沢湘南台店 藤沢市 湘南台６－３３－５ 飲食店

JA さがみ わいわい市 藤沢店 藤沢市 亀井野２５０４ ショッピング

JA さがみ 米ディハウス くげぬま 藤沢市 本鵠沼２－５－１９ ショッピング

ビッグパワー 藤沢市 湘南台２－６－３ ショッピング

Z － ONE 湘南店 藤沢市 天神町２－７－１ ショッピング

YAOFUKU 藤沢市 片瀬５－６－７ ショッピング

やよい鮨 藤沢市 亀井野１０３２－７ 飲食店

日本料理若狭 藤沢市 鵠沼花沢町１－７ 飲食店

BOTANICA 藤沢市 藤が岡２－９－１４　パストラル藤沢　２０４号 サービス
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リープス 藤沢市 湘南台１－１５－２２　ガーデンパレス湘南台　２０１ サービス

エッグスンシングス 湘南江の島 藤沢市 片瀬海岸２－１７－２３　ｔｈｅ　ＢＥＡＣＨ　ＨＯＵＳＥ　１Ｆ 飲食店

カプリチョーザ江ノ島店 藤沢市 片瀬海岸２－１７－２７　大安興業ビル１Ｆ 飲食店

安楽亭　大井松田店 足柄上郡大井町 上大井２３３－１ 飲食店

12 マート 足柄上郡大井町 金子１６５０ ショッピング

パティスリ－ブル－シエル 足柄上郡大井町 金手８－１０　RYUMA-PLACE 飲食店

からやま大井松田 足柄上郡大井町 上大井３９９－１ 飲食店

かつや 大井松田 足柄上郡大井町 金子１６３６－１ 飲食店

小田原百貨店 山北店 足柄上郡山北町 岸５８－３ ショッピング

備長グリルもん 足柄上郡開成町 吉田島２８７５－９ 飲食店

ラシーヌー RACINES ー 足柄上郡開成町 吉田島２４８７－１２ 飲食店

ステーキハウス西湘 足柄下郡湯河原町 宮上４２　メゾン湯河原１Ｆ 飲食店

ちぼり湯河原スイ－ツファクトリ－ 足柄下郡湯河原町 土肥１－１５－４ 飲食店

鮨こころ 足柄下郡湯河原町 宮下３２－３　市川ビル１Ｆ 飲食店

珈琲 宮上倶楽部 足柄下郡湯河原町 宮上６３７－１６ 飲食店

花まる銀彩 湯河原店 足柄下郡湯河原町 中央１－１５７２－６２ 飲食店

紅葉亭 足柄下郡湯河原町 宮上７８４－１８ 飲食店

ハンディホームセンター 湯河原店 足柄下郡湯河原町 中央３－３－１ ショッピング

小田原百貨店 湯ヶ原店 足柄下郡湯河原町 土肥１－９－２ ショッピング

ファインズ 足柄下郡湯河原町 中央５－１１－６ ショッピング

お林の中のレストラン 海 to 里 足柄下郡真鶴町 真鶴１４０８－１ 飲食店

小田原百貨店 真鶴店 足柄下郡真鶴町 真鶴２９４ ショッピング

有）太原 足柄下郡箱根町 仙石原１１８１－１４５ 飲食店

ヤマヒコ鮨 足柄下郡箱根町 宮城野６３５－１ 飲食店

La　Terrazza　芦ノ湖 足柄下郡箱根町 元箱根６１ 飲食店

アルベルゴバンブー 足柄下郡箱根町 仙石原９８４－４ 飲食店

箱根関所旅物語館 足柄下郡箱根町 箱根１０ 飲食店

オーベルジュ．オー．ミラドー 足柄下郡箱根町 元箱根１５９－１５ 飲食店

花さがみ 足柄下郡箱根町 湯本７０３ 飲食店

かや香 足柄下郡箱根町 仙石原８１７－４６７ 飲食店

ハイカラ中華日清亭 足柄下郡箱根町 湯本７０３ 飲食店

有限会社いろり茶屋 足柄下郡箱根町 仙石原９１９ 飲食店

鯛ごはん懐石 瓔珞 足柄下郡箱根町 塔之澤８４ 飲食店

Bakery ＆ Table 箱根 足柄下郡箱根町 元箱根９－１ 飲食店

森メシ 足柄下郡箱根町 宮ノ下４０４－１３　森メシ 飲食店

レストランラバッツア 足柄下郡箱根町 宮ノ下３４４ 飲食店

はつ花本店 足柄下郡箱根町 湯本６３５ 飲食店

はつ花新館 足柄下郡箱根町 湯本４７４ 飲食店

茶屋本陣 畔屋 食堂 足柄下郡箱根町 箱根１６１－１ 飲食店

ル・ヴィルギュル 足柄下郡箱根町 仙石原２４２　中六ビル１Ｆ 飲食店

強羅ブリュワリー 足柄下郡箱根町 強羅１３００－６４ 飲食店
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ちゃいなハウス 足柄下郡箱根町 仙石原１６４－１ 飲食店

雲助だんご本舗 足柄下郡箱根町 箱根８１ 飲食店

田むら銀かつ亭 足柄下郡箱根町 強羅１３００－７３９ 飲食店

鮨脩 足柄下郡箱根町 仙石原２４２　中六ビル　１０４ 飲食店

KARATTO 足柄下郡箱根町 元箱根１０ 飲食店

星の王子さまミュージアム レストラン 足柄下郡箱根町 仙石原９０９ 飲食店

NeoBistro いずの蔵 足柄下郡箱根町 元箱根７１　箱根ヴィッラビザン 飲食店

芦ノ湖テラス ショップ 足柄下郡箱根町 元箱根６１ ショッピング

GRANDERIVIERE 箱根店 足柄下郡箱根町 仙石原１２４６－７３７ 飲食店

グランリヴィエール箱根湯本店 足柄下郡箱根町 湯本７０４ 飲食店

まんじゅう屋・菜の花 足柄下郡箱根町 湯本７０５　１Ｆ 飲食店

箱根和菓子 菜の花 足柄下郡箱根町 湯本６３９ 飲食店

箱根・ルッカの森 足柄下郡箱根町 湯本３０７ 飲食店

箱根縁結び 福久や 足柄下郡箱根町 湯本７２９ 飲食店

酒岳堂 足柄下郡箱根町 湯本６３７ ショッピング

洋食ふたみ 逗子市 逗子６丁目２－２　 飲食店

maru-bun 逗子市 逗子５丁目４－２４ 飲食店

リストランテ AO 逗子 逗子市 小坪５－２３－９ 飲食店

RonHermancafe 逗子マリーナ店 逗子市 小坪５－２３－１０ 飲食店

ChinaDinig 喰う喰う 逗子市 逗子１－１０－２６ 飲食店

ハマまで 5 分 逗子市 逗子５－２－４０ 飲食店

和酒ビストロ KOYA 逗子市 逗子５－４－３７ 飲食店

BollyWood 逗子市 逗子５－３－４０ 飲食店

焼肉八煌苑 逗子市 逗子７－６－２１ 飲食店

さかな食堂 逗子市 逗子２－６－３１　魚佐次ビル３Ｆ 飲食店

ステーキ宮 逗子店 逗子市 新宿１－３－３５ 飲食店

なぎさ橋珈琲 逗子店 逗子市 桜山９－１－１０ 飲食店

アリレイナ逗子店 逗子市 逗子５－１－１５ サービス

ROSSO 逗子銀座店 逗子市 逗子５－３－４１ サービス

grace － w － 逗子市 逗子４－１－１６　藤和シティコープ　１Ｆ サービス

アリレイナ東逗子店 逗子市 沼間１－６－１９ サービス

andArt 逗子市 逗子５－１－２５－１　Ａ サービス

INEYA 逗子市 逗子１－５－４ ショッピング

パ・ド・ブーレ逗子店 逗子市 逗子１－１０－１１ ショッピング

珠屋洋菓子店 逗子市 逗子１－５－８ 飲食店

プリンショップマーロウ逗子店 逗子市 逗子１－２－１０ 飲食店

mutamarineZUSHI 逗子市 小坪５－２３－１６　リビエラプラザ　１Ｆ ショッピング

和洋菓子舗日影茶屋 逗子店 逗子市 逗子１－４－１ 飲食店

tapa 逗子店 逗子市 逗子１－６－６ ショッピング

ミサキドーナツ 逗子店 逗子市 逗子６－５－１ 飲食店

ブレドール 逗子駅前店 逗子市 逗子１－５－４　稲屋ビル　１Ｆ 飲食店
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有限会社陰陽洞 逗子市 逗子６－２－５ ショッピング

ラグーナゼッタ 逗子市 逗子５－１－２４ ショッピング

5star 逗子市 新宿２ー７ー４ サービス

J’sCranberryBurge 鎌倉市 小町２丁目１２－３５　大路ビル２階ｉ区画 飲食店

annature 鎌倉市 大船２丁目２４－２２　 飲食店

暮らしの発酵ストア－カマクラ 鎌倉市 大船３丁目１－３　セイショウナンビル７Ｆ ショッピング

鎌倉まめや　小町通り店 鎌倉市 雪ノ下１丁目５－３８　 飲食店

KOYAMA 鎌倉市 二階堂７２８－２０　 飲食店

寿司眞 鎌倉市 小町１丁目７－８　ＴＡＫビル１Ｃ 飲食店

立ち焼肉　ひとり 鎌倉市 大船３丁目１－２３　１Ｆ 飲食店

SHONAN BEETLES SM 鎌倉市 腰越２丁目１０－２５　ヒルスミキ２０１ 飲食店

プライベ - トサロンワレア 鎌倉市 七里ガ浜東４丁目３３－１６ サービス

石窯ガーデンテラス 鎌倉市 浄明寺３－８－３１ 飲食店

華正樓　鎌倉店 鎌倉市 長谷３－１－１４ 飲食店

モアナマカイ珊瑚礁 鎌倉市 七里ガ浜１ー３－２２ 飲食店

お好み焼　津久井 鎌倉市 御成町１１－７ 飲食店

マザースオブ　鎌倉 鎌倉市 小町２－２－１７　２Ｆ 飲食店

鎌倉山下飯店 鎌倉市 小町１－５－２１ 飲食店

Venus　cafe 鎌倉市 坂ノ下３４－１ 飲食店

リストランテ　アマルフィイ 鎌倉市 七里ガ浜１－４－２５ 飲食店

アマルフィイ　ドルチェカフェ 鎌倉市 七里ガ浜１－３－１４ 飲食店

鎌倉こまち市場　風凛 鎌倉市 小町１－１－１　エキスト鎌倉　２Ｆ 飲食店

アマルフィイ　デラセーラ 鎌倉市 七里ガ浜１－５－１０ 飲食店

季節料理　あら珠 鎌倉市 雪ノ下１－８－２３ 飲食店

アマルフィイキッチン 鎌倉市 小町２－１－５　櫻井ビル　１Ｆ 飲食店

鎌倉かつ亭あら珠　総本店 鎌倉市 小町１－５－２４ 飲食店

鉄板焼き　七里ガ浜 鎌倉市 七里ガ浜１－４－３ 飲食店

ローストビーフの店　鎌倉山 鎌倉市 鎌倉山３－１１－１ 飲食店

日本料理　鯉之助 鎌倉市 小町１－４－１　鎌倉御代川ビル 飲食店

鎌倉　御代川 鎌倉市 由比ガ浜２－２２－５ 飲食店

お魚亭 鎌倉市 七里ガ浜東３－１－９ 飲食店

ナチュールエサンス 鎌倉市 雪ノ下３－６－３９ 飲食店

珊瑚礁　本店 鎌倉市 七里ガ浜東３－１－２ 飲食店

クアアイナ　鎌倉店 鎌倉市 由比ガ浜４－３－９ 飲食店

ライテイ 鎌倉市 鎌倉山３－１－１ 飲食店

てんぷら大石 鎌倉市 雪ノ下１－９－２４　小池ビル２Ｆ 飲食店

かきや本館 鎌倉市 腰越３－７－２４ 飲食店

二楽荘 鎌倉市 小町２－７－２ 飲食店

ラ・ポルタ 鎌倉市 雪ノ下４－３－２０ 飲食店

源屋 鎌倉市 小町２－７－２８　１Ｆ 飲食店

LacocinadeGen 鎌倉市 由比ガ浜１－１２－７ 飲食店



44 / 48

SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［神奈川県その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

御成町 石川 鎌倉市 御成町２－２ 飲食店

ESSELUNGA 鎌倉市 長谷１－１４－２６ 飲食店

肉バルキングコング 鎌倉大船店 鎌倉市 大船２－６－６　シャトドゥパンセ　１０１ 飲食店

クルベル・キャン 鎌倉市 小町２－９－１４　植山ビル２０Ｂ 飲食店

siciliana 鎌倉市 七里ガ浜１－３－１２　ｋａｍａｋｕｒａ３１０ビル　２Ｆ 飲食店

タベルナ ロンディーノ 鎌倉市 稲村ガ崎２－６－１１ 飲食店

すし処 きみ 鎌倉市 小町１－４－１　御代川ビル 飲食店

ブラッスリー・シェ・アキ 鎌倉市 由比ガ浜１－１－３０　ブリーゼ由比ヶ浜１０２ 飲食店

ビストロオランジュ 鎌倉市 御成町２－１３ 飲食店

古我邸 鎌倉市 扇ガ谷１－７－２３ 飲食店

青海波 鎌倉市 浄明寺４－２－３１ 飲食店

Brasserie Gent 鎌倉市 由比ガ浜４－１０－７ 飲食店

コペンロ－カルベ－ス鎌倉 鎌倉市 御成町４－１０ 飲食店

焼肉かまくら本店 鎌倉市 小町２－１０－１８　二の鳥居ビル２Ｆ 飲食店

焼肉よし 鎌倉市 大船２－６－１６　禅ビル　１Ｆ 飲食店

タイキッチン マナオ 鎌倉市 小町１－４－２５　シ－グラスコ－ト小町　３Ｆ 飲食店

以志橋 鎌倉市 長谷３－１０－２５ 飲食店

銀座 篝 鎌倉店 鎌倉市 小町２－１０－７　ストロ－ル鎌倉　１Ｆ 飲食店

リストランテ鎌倉フェリ－チェ 鎌倉市 稲村ガ崎１－１７－２３－８ 飲食店

鉢の木 新館 鎌倉市 山ノ内３５０ 飲食店

回転ずし豊魚 鎌倉市 大船１－２０－１　大船ジャンボ市場　２Ｆ 飲食店

鎌倉 雪ノ茶屋 鎌倉市 雪ノ下４－２－２３ 飲食店

玄品 大船 鎌倉市 大船１－２３－１１　松岡大船ビル　２Ｆ 飲食店

すし 山本 鎌倉市 長谷１－１５－１３　白朋ビル　２Ｆ 飲食店

創作和料理近藤 鎌倉市 雪ノ下１－８－３６　津多屋ビル　１Ｆ－３ 飲食店

eredge Cafe 鎌倉市 常盤９５９－８ 飲食店

新荘園 鎌倉店 鎌倉市 小町２－７－３２　小町協同ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

リストランテラ・ルーチェ 鎌倉市 雪ノ下１－７－６　グリーンビル２　１Ｆ 飲食店

chez Kentaro 鎌倉市 山ノ内４０７　北鎌倉門前　１Ｆ 飲食店

SEMPLICE 鎌倉大船店 鎌倉市 大船２－１９－３５　CF ネッツ鎌倉本社ビル１Ｆ 飲食店

波音 鎌倉市 小町１－１４－２２ 飲食店

FEELALOHACafe 材木座店 鎌倉市 材木座６－４－２１ 飲食店

IL NODO 鎌倉市 小町２－６－１２　くすの木４４３　２Ｆ－３ 飲食店

CLUTCH 大船店 鎌倉市 大船１－９－１０　大船イリュウビル２Ｆ 飲食店

鎌倉ふくみ 鎌倉市 扇ガ谷１－１－２９　大崎ビル　２Ｆ 飲食店

しらす問屋 山助 鎌倉本店 鎌倉市 御成町７－８　御成ｅｖｅｒ　１Ｆ 飲食店

インビス鎌倉 鎌倉市 雪ノ下１－８－１４ 飲食店

とんでん 北鎌倉店 鎌倉市 小袋谷２－１８－７ 飲食店

八十小路 鎌倉市 小町２－９－２０ 飲食店

カフェヴィヴモンディモンシュ 鎌倉市 小町２－１－５　桜井ビル　１Ｆ 飲食店

炭火焼肉 新羅亭 鎌倉市 台２－１４－１ 飲食店
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焼肉 羅生門 鎌倉市 手広６－１－５ 飲食店

焼肉ホルモン神田商店大船店 鎌倉市 大船１－２６－３２　スギモトビル２Ｆ 飲食店

炭屋串兵衛大船店 鎌倉市 大船１－８－４ 飲食店

大船苑 鎌倉市 大船１－１７－４　１Ｆ 飲食店

魚喰まつもと 鎌倉市 雪ノ下１－８－３６　津多屋ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

焼肉慶州 鎌倉市 小袋谷２－１４－３ 飲食店

海鮮居酒屋 七福水産 鎌倉市 大船１－８－３ 飲食店

やきとり工房大船店 鎌倉市 大船１－８－１６ 飲食店

GRAPEVINES 大船 鎌倉市 大船１－２３－７　第五十二東京ビル　２Ｆ サービス

アイランド カマクラ 鎌倉市 小町２－８－１４ サービス

モッズヘア 鎌倉店 鎌倉市 御成町１１－１　長ビル　２Ｆ サービス

AtoZ 鎌倉市 大船１－９－５　２Ｆ サービス

FACE。 大船 鎌倉市 大船１－１１－７　ヴィコロビル　５Ｆ サービス

F・air 鎌倉市 西鎌倉１－１９－１７ サービス

CHELUMO 大船店 鎌倉市 大船１－２４－１９　鶴ヶ岡会館センタービル２Ｆ サービス

zatto 鎌倉市 御成町５－４０ サービス

キングダム鎌倉店 鎌倉市 扇ガ谷１－１－１ サービス

crop es 大船西口 鎌倉市 岡本１－１－３　小島ビル　１Ｆ サービス

BLESS 大船 鎌倉市 大船１－２３－２６　ニュー大船ビル サービス

PALMHAIR 鎌倉市 大船１－２３－６　南部ビル２Ｆ サービス

ATTA 鎌倉市 腰越４－９－４－１０４ サービス

W 七里ヶ浜 鎌倉市 七里ガ浜東５－１０－６ サービス

ル・ジャルダン大船店 鎌倉市 大船１－１１－１６ アルエットビル５Ｆ サービス

Sakura la 鎌倉市 御成町１０－１ サービス

cure 鎌倉市 長谷２－１－７　仁尾ビル　１Ｆ サービス

S，BRAND world wide 鎌倉市 大船１－２４－３５　熊越ビル２Ｆ サービス

FAIR by U － REALM 鎌倉市 七里ガ浜東３－１－３４ サービス

美髪倶楽部 鎌倉市 長谷２－１４－１０ サービス

AUBEhairpua 大船店 鎌倉市 大船１－１１－２２　アイビル　２Ｆ サービス

Aguhairferry 大船 鎌倉市 大船１－２２－２８　パブロコート　２Ｆ サービス

atelier HUNCH 鎌倉市 御成町９－３４　コンフォ－トタカサキＢＬ　２Ｆ サービス

アリレイナ鎌倉店 鎌倉市 御成町８－５ サービス

Wimbi Sauti 鎌倉市 由比ガ浜２－５－１６　根岸ビル　１Ｆ サービス

kiyoi 鎌倉市 由比ガ浜１－３－６　ＳＰＬＡＹＨＯＵＳＥ　１Ｆ サービス

CICATA 鎌倉市 御成町１３－２０　碧天　２Ｆ サービス

modern 鎌倉市 山ノ内１３６４ サービス

LUCK 由比ヶ浜 鎌倉市 由比ガ浜２－２－８ サービス

コバヤシタイヤ カマクラ 鎌倉市 笛田１－２－３５ ショッピング

ココラッシュ 大船店 鎌倉市 大船１－１６－１８　福美ビル　３０１ サービス

NOB HAIRDESIGN 大船 鎌倉市 大船１－２５－３５　ＯＦＷＡＶＥ　１Ｆ サービス

REMIA 大船 鎌倉市 大船１－２４－３５　熊越ビル　５Ｆ サービス
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Can I Dressy 大船店 鎌倉市 大船１－２３－１０　石田ビル　４Ｆ サービス

レ・ザンジュ 鎌倉本店 鎌倉市 御成町１３－３５ 飲食店

レ・ザンジュ 西鎌倉店 鎌倉市 腰越１５３２－１ 飲食店

コロナ堂 鎌倉市 大船１－２２－３１ ショッピング

ふとんのナカヤマ 大船店 鎌倉市 大船１－９－１２ ショッピング

鎌倉彫 安斎 鎌倉市 雪ノ下１－１２－６ ショッピング

豊島屋 鎌倉市 小町２－１１－１９ 飲食店

豊島屋 梶原店 鎌倉市 梶原４－１－１　梶原口助川ビル　１Ｆ 飲食店

豊島屋 長谷大仏前店 鎌倉市 長谷３－１－６ 飲食店

豊島屋 北鎌倉駅前店 鎌倉市 山ノ内５１０－５ 飲食店

鎌倉五郎 本店 鎌倉市 小町２－９－２ 飲食店

セブンマイルズクラブ 鎌倉市 七里ガ浜２－１７－９ ショッピング

ミルクホ－ル 鎌倉市 小町２－３－８ ショッピング

パタゴニア 鎌倉 鎌倉市 小町１－１３－１２　本覚寺ビル　１Ｆ ショッピング

メーカーズシャツ鎌倉 鎌倉市 雪ノ下３－１－３１　Ｓハウス雪ノ下　１Ｆ ショッピング

鎌倉オルゴール堂 鎌倉市 長谷３－１０－３３ ショッピング

島森書店 鎌倉店 鎌倉市 小町１－９－３ ショッピング

くまざわ書店 大船店 鎌倉市 大船１－２５－３０　西友大船店　６Ｆ ショッピング

チャヤ 鎌倉小町店 鎌倉市 小町２－２－２６ 飲食店

土屋鞄製造所 鎌倉店 鎌倉市 由比ガ浜１－１０－２ ショッピング

宗家源吉兆庵 鎌倉本店 鎌倉市 小町２－９－１ 飲食店

お菓子の家 鎌倉小川軒 鎌倉店 鎌倉市 御成町８－１ 飲食店

湘南ワインセラー 鎌倉店 鎌倉市 小町２－１１－２１ ショッピング

株式会社鎌倉ハム富岡商会 鎌倉小町本店 鎌倉市 小町２－２－１９　相模屋ビル ショッピング

鎌倉ハム富岡商会 鎌倉工場店 鎌倉市 岩瀬９６１ ショッピング

腸詰屋 鎌倉小町店 鎌倉市 雪の下１－４－２０ ショッピング

オルトレヴィーノ 鎌倉市 長谷２－５－４０ ショッピング

香寿庵 鎌倉市 小町１－５－２６ ショッピング

ジェームスアンドコー 鎌倉市 由比ガ浜２－６－２０ ショッピング

ヨコハマヤ仲通店 鎌倉市 大船１－２２－２９ ショッピング

ヨコハマヤ中央店 鎌倉市 大船１－８－１３ ショッピング

鎌倉靴コマヤ本店 鎌倉市 御成町５－３９　第二コマビル　１Ｆ ショッピング

M ＆ M FLOWERS 鎌倉市 御成町５－４２ ショッピング

CLOZ’E〔クロゼ〕 鎌倉市 小町２－１２－２７　鶴ヶ岡会館１Ｆ－２１ ショッピング

Pont de Chalons 鎌倉店 鎌倉市 由比ガ浜２－５－２０ ショッピング

株式会社 鎌倉紅谷 八幡宮前本店 鎌倉市 雪ノ下１－１２－４ 飲食店

Salon de Kurumicco 店 鎌倉市 雪ノ下１－１２－４　紅谷ビル　２Ｆ 飲食店

BIRD MOUNTAIN 鎌倉市 御成町５－３　蔵屋敷ビル　１Ｆ ショッピング

かまくら晴々堂 鎌倉市 長谷３－１－１６－１０１ ショッピング

アナトリア鎌倉 鎌倉市 雪ノ下１－９－２７　湯浅物産館　１Ｆ　Ｂ ショッピング

鎌倉くらん 鎌倉市 御成町１０－８ 飲食店
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Rasox Shop 鎌倉市 御成町１０－１５ ショッピング

豊島屋洋菓子舗置石 鎌倉市 小町２－１５－５ 飲食店

有限会社インテリアまさき 鎌倉市 御成町１１－１０ ショッピング

URBANISLAND 鎌倉市 長谷２－１６－１３ ショッピング

スブリデオ レストラーレ 鎌倉市 長谷２丁目３－３０ 飲食店

カシミヤカシミヤ 鎌倉 鎌倉市 御成町１０－８　しんどう店舗 ショッピング

CRAFY 鎌倉 鎌倉市 扇ガ谷１－９－１８ ショッピング

鎌倉小川軒 CIAL 鎌倉店 鎌倉市 小町１－１－１　CIAL 鎌倉１Ｆ 飲食店

セイタ プラス 鎌倉市 小町２－１１－１７ ショッピング

スクール衣料 ウエキ 鎌倉市 大船１－２０－１９　名店センター１Ｆ ショッピング

ル・ミリュウ鎌倉山 鎌倉市 鎌倉山３－２－３１ 飲食店

ミリュウショップ 鎌倉市 鎌倉山３－２－３１ ショッピング

白帆鎌倉 鎌倉市 小町２－８－４ ショッピング

e．jPlan． 鎌倉市 御成町５－３　蔵屋敷ビル　１Ｆ　Ｃ ショッピング

ミサキドーナツ 鎌倉店 鎌倉市 由比ガ浜１－１－７ 飲食店

アルカヤ靴店 鎌倉市 御成町１１－１０ ショッピング

レオニダス鎌倉店 鎌倉市 小町２－１２－３３ 飲食店

西武プロパティーズ鎌倉霊園販売セン 鎌倉市 十二所５１２ ショッピング

カカオ ハナレ 鎌倉市 長谷１－１５－９ 飲食店

たらば書房 鎌倉市 御成町１１－４０ ショッピング

Giraffa 鎌倉市 小町２－２－２１　マンマミーアビル ショッピング

どんぐり共和国鎌倉店 2F 鎌倉市 小町１－５－６　２Ｆ ショッピング

gram kamakura 鎌倉市 雪ノ下１－５－３８ ショッピング

羽床総本店 鎌倉駅西口店 鎌倉市 御成町１１－１ ショッピング

井上蒲鉾店鎌倉駅前店 鎌倉市 小町１－４－４ ショッピング

井上蒲鉾店本店 鎌倉市 由比ガ浜１－１２－７ ショッピング

肉の石川鎌倉本店 鎌倉市 御成町２－２ ショッピング

フランス風創作菓子レ・シュ－ 鎌倉市 西鎌倉１－１－１０ ショッピング

ポルタム 鎌倉市 御成町１５－１１ ショッピング

ロミ・ユニ コンフィチュ－ル 鎌倉市 小町２－１５－１１ ショッピング

GroovyNuts 鎌倉店 鎌倉市 雪ノ下１－１２－５ ショッピング

江ノ電グッズショップ鎌倉〔食品〕 鎌倉市 御成町１－１５　ことのいち内 ショッピング

有限会社河野牛豚肉店 鎌倉市 手広３－１－７ ショッピング

鎌倉 まつばら庵 鎌倉市 由比ガ浜４－１０－３ 飲食店

鎌倉松原庵青 鎌倉市 腰越３－１－７ 飲食店

BREADITBE 鎌倉 鎌倉市 小町２－１６－３５　鎌倉十番館　１０１ 飲食店

YAOMINE 鎌倉市 腰越３－７－２３ ショッピング

鎌倉点心 鎌倉市 雪ノ下１－８－１４ 飲食店

WABIAN 鎌倉市 由比が浜１－１０－１ ショッピング

箸専門店 和らく 若宮大路店 鎌倉市 雪ノ下１－９－２７　湯浅物産館 ショッピング

Cafe Luonto 鎌倉市 ２－１１－２１ 飲食店
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LOA 高座郡寒川町 一之宮１－１６－３８　１Ｆ サービス

フルモト 高座郡寒川町 宮山５２－１ ショッピング

ミヤマ 寒川店 高座郡寒川町 岡田１－１８ ショッピング

わいわい市寒川店 高座郡寒川町 宮山２３３－１ ショッピング




