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二代目横濱亭 海老名市 国分南１－１２－１　グリ－ンハイツ１０１　 飲食店 PK-0000-3757

ションス 海老名市 国分南１－２－２３　２００１ビル１０１　 飲食店 ZN-2000-0137

トラットリアレガーミ 海老名市 国分南１－６－２７ 飲食店 JS-0004-1294

個室居酒屋たくみ 海老名市 扇町１２－２７　ワグテールビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-1456

居酒屋 双葉 海老名市 泉２－２－１１ 飲食店 JS-0003-2664

青唐辛子 海老名市 中央１－１４－２１　　 飲食店 ZN-0001-2677

酒房丸順 海老名市 中央１－１４－２６　　 飲食店 ZN-0002-5183

喰の眞方 海老名市 中央１－１４－２６　オアシス１　 飲食店 ZN-0001-2340

魚とら 海老名市 中央１－１４－２６　オアシス２　 飲食店 PK-0000-6831

魯園菜館 海老名店 海老名市 中央１－１４－３８　　 飲食店 ZN-0002-8007

ボラーチェ 海老名市 中央１－１５－３　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6081

すし家 海老名市 中央１－１５－７ 飲食店 JS-0003-0381

居酒屋つなみ 海老名市 中央１－１６－１７　三幸ビル　 飲食店 ZN-0001-2370

SIDEB 海老名市 中央１－１６－１８　第２永楽亭ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2668

居酒屋さざん 海老名市 中央１－１６－４０　　 飲食店 ZN-0001-1811

たけまる 海老名市 中央１－１６－５　プリムローズ海老名１Ｆ 飲食店 JS-0004-3011

マツ 海老名市 中央１－１７－１６－１　１Ｆ 飲食店 JS-0000-6762

居酒屋海 海老名市 中央１－１７－２２　　 飲食店 ZN-0001-0817

かんころ亭海老名本店 海老名市 中央１－２０－２５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-2113

ラテグラフィック海老名店 海老名市 中央１－２－２　リージア海老名ビナフロント　 飲食店 ZN-0000-7327

居酒屋おーるすたぁず 海老名市 中央１－８－１　ビナウォーク２番館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1334

さざん屋海老名店 海老名市 中央１－９－８　　 飲食店 ZN-0001-1063

SHOTBARAspara 海老名市 中央２－１－５　パインビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2975

海鮮・ろばた焼ひさご 海老名市 中央２－９－１ 飲食店 JS-0002-1191

弁柄カフェ 海老名市 中央３－２－１７　弁柄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8822

青雉 海老名市 中央３－２－３１ 飲食店 JS-0001-0017

ブーズ 海老名市 中央３－２－３８　テイクワンＡ号館２Ｆ 飲食店 JS-0003-5995

獅子丸 海老名市 中央３－２－４８　スクエアビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0155

ダンチキンダン 海老名店 海老名市 中央３－２－４８　スクエアビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0319

みんなの家 海老名市 中央３－２－９　テイクワンビルＤ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2557

ジャマイカレストラン サガミデイズ 海老名市 東柏ケ谷２－２５－３　第２古川ビル２０１ 飲食店 JS-0005-9461

チャイ 海老名市 東柏ヶ谷３－１３－２９　　 飲食店 ZN-0002-9036

イタリア倶楽部 海老名市 東柏ヶ谷３－１４－４ 飲食店 JS-0005-5128

かんころ亭さがみ野駅ビル店 海老名市 東柏ヶ谷３－３－１５　相鉄さがみ野ビルＡ　 飲食店 ZN-0001-0433

祭り屋 海老名店 海老名市 国分寺台１－１３－４　 ショッピング SL-2000-4463

石屋きらり 海老名市 国分寺台２－１２－１　２Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-9142

Men’sHAMANO 海老名市 国分南３－１－４３ ショッピング JS-0000-6848

プランタニエ 海老名市 杉久保北２－３－８　　 ショッピング PK-0000-8881

Queue de Lapin 海老名市 扇町６－７　NAVELHOUSE １Ｆ ショッピング JS-0000-7258

ブォーナ・ビィータビナフロント店 海老名市 中央１－２－２　ビナフロント２Ｆ ショッピング JS-0002-8212
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fukusuke ビナフロント海老名店 海老名市 中央１－２－２　ビナフロント２Ｆ ショッピング JS-0005-9529

fukuske ビナフロント海老名 海老名市 中央１－２－２　ビナフロント２Ｆ ショッピング JS-0005-9601

ブルーブルーエ海老名店 海老名市 中央１－２－２　ビナフロント海老名２Ｆ ショッピング JS-0001-2406

stream market ビナウォーク 海老名市 中央１－４－１　ビナウォーク５番館１Ｆ ショッピング JS-0002-2584

JaniJaniFan 海老名市 中央１－４－１　ビナウォーク５番館１Ｆ ショッピング JS-0002-8220

ホワイト急便　海老名店 海老名市 中央２－４－４５　池田ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-7744

ヤマグチ薬局海老名中央店 海老名市 中央２－４－４５　池田ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-4764

スクールショップオヤマ 海老名市 中央３－２－５　ショッパーズプラザ海老名２Ｆ ショッピング JS-0001-0233

大西生花店 海老名市 東柏ヶ谷２－２４－８　　 ショッピング ZN-0002-9576

あおば薬局 海老名市 東柏ヶ谷３－２－２０ ショッピング JS-0005-8841

有限会社シナジーオート 海老名市 本郷１５８３－１ ショッピング JS-0002-8585

平峰どうぶつ病院 海老名市 河原口１５１０　　 サービス PK-0000-0177

リガード本店 海老名市 河原口３７８－１ サービス JS-0004-4291

careofhairKiri 海老名市 国分南１－１－２０ サービス JS-0004-0286

AXARA 海老名市 国分南１－３－１２　ラスティックビル１０２　 サービス ZN-2000-2932

美容室シュヴルール 海老名市 国分南２－４－１－２　　 サービス ZN-2000-7146

PRINTEMPSbyflammeum 海老名市 国分南３－４－３１　エスパース８５２　１Ｆ サービス JS-0003-4914

PRINTEMPSbyRichellee 海老名市 国分南３－４－３１　エスパース８５２　１Ｆ サービス JS-0003-7229

エムワイオート海老名店 海老名市 上郷１－１１－２７ サービス JS-0003-7741

ハーモニー 海老名市 上郷１－１８－１８ サービス JS-0004-4210

MB オート 海老名店 海老名市 杉久保北２－９－３０ サービス JS-0005-7802

HAIR DESIGN SAVRO 海老名市 大谷北４－３－３２　ハイムあすなろ１０２ サービス SL-2000-6086

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 JS-0004-1236

ANHUTTE 海老名市 中央１－１５－５ サービス SL-2000-0317

海老名整体院 海老名市 中央１－１９－１１　アイネピアノビル２Ｆ サービス JS-0004-0559

ArtloungeSikibu 海老名市 中央１－１９－２０　第１８三幸ビル２Ａ　 サービス ZN-0002-5504

hairSIENA 海老名市 中央１－１９－２０　第１８三幸ビル２Ｂ サービス JS-0005-8386

Daisy 海老名市 中央１－１９－２１　エクセレントエビナＢ１０１ サービス JS-0002-0551

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 JS-0001-7021

It’s 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 JS-0003-8296

Emerge 海老名店 海老名市 中央２－４－３６　宝ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-0161

L’Allure 海老名市 中央２－４－４０　第２東宝ビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-2572

ル・ジャルダン海老名店 海老名市 中央２－４－４３　　 サービス ZN-0001-0098

Emiall・beaute 海老名市 中央２－５－３４　アクシア八芳２Ｄ サービス JS-0004-6708

THINKTANK 海老名市 中央２－９－７　　 サービス ZN-0002-7998

lolo hair 海老名市 中新田２－１０－１７ サービス JS-0002-7823

アイダカークラフト 海老名市 中新田４－８－１１ サービス JS-0002-6832

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 ZN-0002-4124

LUCIA 海老名市 東柏ヶ谷３－１－３－１　KHM ２Ｆ サービス JS-0003-1187

クープイズム 海老名市 東柏ヶ谷３－５－１　ウェルストーンさがみ野１０１　 サービス ZN-0002-9065

ニコニコレンタカーさがみ野駅店 海老名市 東柏ヶ谷３－６－１４ サービス JS-0001-8223

ムラトミ 海老名店 海老名市 本郷２９７６ サービス JS-0002-2578

六つ美寝具海老名店 海老名市 中央２－８－１７　 その他 SL-2000-4862

どんと．com 厚木市 愛甲１－１０－１４　ドエル厚木１０２ 飲食店 JS-0001-1099
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洋風居酒屋ピース 厚木市 旭町１－１－１　青電ビル４Ｆ 飲食店 JS-0002-7782

炙りダイニングともじろう 厚木市 旭町１－１－５　進栄ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-7847

黒獅子 厚木市 旭町１－１－５　進栄ビル２Ｆ 飲食店 ZN-0000-9744

笹嘉ずし 厚木市 旭町１－２１－８　あさひビル１０４ 飲食店 JS-0001-5777

ぶたくんち 厚木市 旭町１－２２－２２　小島ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2484

おひさま 厚木市 旭町１－２２－９ 飲食店 JS-0001-4173

ゆらり 厚木市 旭町１－２２－９　高栄コーポ１Ｂ 飲食店 JS-0002-8536

九平次 厚木市 旭町１－２３－７　　 飲食店 ZN-0001-2299

フィーコディンディア 厚木市 旭町１－２４－１６　　 飲食店 ZN-0001-0241

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 SL-2000-6037

西洋懐石じょ里ぃ 厚木市 旭町１－３２－１４ 飲食店 JS-0001-2444

カフェトラットリアラグー 厚木市 旭町１－３３－７　　 飲食店 ZN-0001-5454

凱旋門 厚木市 旭町１－７－４ 飲食店 JS-0000-3574

海鮮居酒屋与一 厚木市 旭町１－８－１１　　 飲食店 ZN-0001-2926

やまと 厚木市 旭町５－１７－８ 飲食店 JS-0001-7655

レストラン Kei 厚木市 栄町１－９－４ 飲食店 JS-0001-4945

専科本厚木店 厚木市 栄町２－１０－１　サンアイビル１０３ 飲食店 JS-0004-0169

AOZO － RUN 厚木市 恩名１－１０－５５ 飲食店 JS-0004-3651

インド食堂マハトマ 129 号店 厚木市 関口２４０－１ 飲食店 JS-0002-7000

厚木本丸亭 厚木市 幸町４－１０　　 飲食店 PK-0000-5732

炭火焼のぶ 厚木市 山際６１６－１　　 飲食店 ZN-2000-6799

カフェ・ジャルダン 厚木市 七沢１３５９－１ 飲食店 JS-0005-4991

日本料理檜 厚木市 七沢２３９－１　　 飲食店 ZN-2000-3638

焼肉韓陽苑 本厚木店 厚木市 寿町２－１－２８　１Ｆ 飲食店 JS-0001-9190

寿司処いなせ 厚木市 寿町２－３－６　　 飲食店 ZN-0001-0733

焼肉泉苑 厚木市 上荻野１２３６－４ 飲食店 JS-0005-1540

インドカレー BOMBAY 厚木市 水引１－１７－１７　１Ｆ 飲食店 JS-0005-6510

四季の味 よも 厚木市 泉町１１－３　水島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3405

四季旬菜まんま 厚木市 泉町１１－３　水島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1989

居酒屋丹沢 厚木市 泉町１６－１６　　 飲食店 ZN-0002-6806

肉バル BISON 厚木店 厚木市 泉町２－１　ビッグジャパンビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-8813

慶福楼本厚木店 厚木市 泉町４－１７　高谷ビル　　 飲食店 ZN-0000-9752

カフェガーデンサンフェイス 厚木市 中町１－８－４　メスティ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0613

Fleche 厚木市 中町２－１０－１１　KAI-NET ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-2134

三三丸市場 厚木市 中町２－１０－２２　三経４６ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-6795

根室 水産 厚木市 中町２－１０－２２　三経４６ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-4029

とび蔵本厚木駅前店 厚木市 中町２－１－１ 飲食店 JS-0005-8292

ミートビア本厚木店 厚木市 中町２－１－１７　カネカビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1868

和食浮浪雲北口店 厚木市 中町２－１－１７　カネカビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2888

IDENCHI 厚木市 中町２－１－２　南武ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0493

韓国居酒屋ハンアリ 厚木市 中町２－１－２２　柳ビル　　 飲食店 ZN-0001-2515

四季旬彩舞鮮 厚木市 中町２－１３－１４　サンシャインビル１０２　 飲食店 ZN-0001-1000

エージングバー 厚木市 中町２－１４－１０　小森ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1685

中ちょう倶楽部 厚木市 中町２－１４－８　　 飲食店 ZN-0001-0149
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やきとり工房本厚木店 厚木市 中町２－３－１ 飲食店 JS-0005-5117

九州侍 厚木市 中町２－４－１３　本厚木ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-3623

稲わら家本厚木店 厚木市 中町２－４－１３　本厚木駅前ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5760

ASTRA 厚木市 中町２－４－１４　本厚木ヒルズ３Ｆ 飲食店 JS-0003-0779

和食 個室居酒屋 紅葉邸 厚木店 厚木市 中町２－５－１　カルチェビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-3250

寿寿 本厚木店 厚木市 中町２－５－２　和光ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-2432

焼鳥炉端 吉玄 厚木市 中町２－７－１４　TM ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1568

SUNSET 厚木市 中町２－７－１６　内田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1019

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 SL-2000-5446

本厚木肉寿司 厚木市 中町２－７－２３　　 飲食店 ZN-2000-6773

串房醉本厚木店 厚木市 中町２－７－６　LG ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8116

焼酎 Bar LINK 厚木市 中町２－８－１　会田興業ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2899

AquariumBarRay 厚木市 中町２－８－１　会田興業ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5523

INDIANRESTURANTPARIW 厚木市 中町２－９－１１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1732

やすどや 厚木市 中町３－１２－１３　西中ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-2513

うみぼおず 厚木市 中町３－１２－６　関東興業ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9288

Selfish 厚木市 中町３－１２－６　第２８明智ビル２Ｆ 飲食店 ZN-0002-5729

十日えびす 厚木市 中町３－１－７　中三ビル２０２ 飲食店 JS-0002-0165

Lien 厚木市 中町３－１－７　中三ビル２０５ 飲食店 JS-0002-1184

カジュワルワイン洋風旬菜おりおり 厚木市 中町３－１－７　中三ビル３０１ 飲食店 JS-0002-1181

都鮨 厚木市 中町３－１８－１４　第一会田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2820

和フレンチ カドヤ 厚木市 中町３－２－２０ 飲食店 JS-0002-5581

Meet’s 厚木市 中町３－４－１６－３０１　　 飲食店 ZN-0002-3395

花ジョン家 厚木市 中町３－４－３　栄信ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-2969

UZU 厚木市 中町３－４－７　DOM 本厚木１０７ 飲食店 JS-0002-8004

ビストロ シェ・ケン 厚木市 中町４－１０－２１　グリーンメゾン本厚木１Ｆ 飲食店 JS-0002-2433

焼鳥本舗祭 厚木市 中町４－１４－６　パティオビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2495

和ダイニング与八 厚木市 中町４－２－７　丸共ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0590

旬の郷 厚木市 中町４－４－１５　厚木 TM ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9626

ステーキ工房シェーヌ 厚木市 中町４－６－９　オーク NT ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5445

BACCANO 厚木市 中町４－８－２　２Ｆ 飲食店 JS-0002-3421

竹梅 厚木市 田村町１－２９－１　　 飲食店 ZN-0002-3943

さがみ野 厚木市 飯山３１２０－６ 飲食店 JS-0003-1619

KS アート 厚木市 旭町１－８－１５　KU ビル１Ｆ ショッピング ZN-2000-1830

サンダースネイク ミュージック 厚木市 旭町１－８－６ ショッピング JS-0002-8673

どんぐり薬局厚木店 厚木市 温水１０１２－６　　 ショッピング PK-0000-4050

メディスンショップ　厚木ピーチ薬局 厚木市 下荻野１４８０－１　　 ショッピング PK-0000-8791

ユニフォームショップ Sekine 厚木市 下荻野２１８６－１ ショッピング JS-0001-0714

フラワー BOX アマノ 厚木市 下川入３７８－１　　 ショッピング PK-0000-3849

アンジュドヴェール 厚木市 下川入８６７－１　アロードリーム１０４ ショッピング JS-0002-5136

株式会社 CAR 牧場 厚木市 関口７３－１　 ショッピング SL-2000-2099

東商自動車 厚木市 及川１１４０－１ ショッピング JS-0003-4794

作業服流通センター金田店 厚木市 金田２９９ ショッピング JS-0003-0766

株式会社まごころ畳厚木支店 厚木市 金田９０－１ ショッピング JS-0003-6342
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球スポーツ 厚木市 元町９－２６　　 ショッピング ZN-0002-5772

M・ファクトリー本社 厚木市 妻田東２－１１－２２ ショッピング JS-0004-8219

リサイクルショップ厚木 厚木市 妻田北３－１４－１０ ショッピング JS-0002-8376

有限会社テオリア 厚木市 三田２０－２ ショッピング JS-0002-9051

バンテック厚木 厚木市 山際５１１ ショッピング JS-0004-3762

オネスト・ワン 東名厚木店 厚木市 酒井３１８４ ショッピング JS-0002-4789

GALLUP 厚木ショールーム 厚木市 酒井７８　天幸倉庫１９ ショッピング JS-0002-2709

あんず薬局厚木店 厚木市 寿町３－１５－２０ ショッピング JS-0005-2599

株式会社オート電機厚木営業所 厚木市 上依知１２５６－１ ショッピング JS-0000-3255

株式会社 flying ballet 厚木市 水引２－１２－３４　 ショッピング SL-2000-1380

ロロ 厚木市 泉町１３－１４　パレット３０　１Ｆ ショッピング SL-2000-8507

マスマティクス 厚木市 泉町８－８ ショッピング SL-2000-8506

作業服流通センター厚木店 厚木市 船子１５７６－１ ショッピング JS-0001-1400

プロショップ東名厚木インター店 厚木市 船子２５２ ショッピング JS-0003-2948

y’s style 厚木市 中依知７６－１ ショッピング JS-0002-6248

へっぽこ先生厚木店 厚木市 中町１－５－１０ ショッピング JS-0004-1749

ノアスクエア ガーデンシティ厚木店 厚木市 中町１－５－１０　厚木ガーデンシティ５Ｆ ショッピング JS-0002-7803

ヘアークリニックサロン パワーグロウ 厚木市 中町１－７－２４　サツキプラザ２２Ｆ ショッピング JS-0002-7082

The Green Tara 厚木市 中町２－１２－１２　アミューあつぎ２Ｆ ショッピング JS-0001-5416

JUNE 厚木市 中町２－１２－１５　アシュ厚木１Ｆ ショッピング JS-0005-6254

ジュエリー工房 藤 厚木市 中町２－１２－３ ショッピング JS-0002-6643

黄金井資生堂 厚木市 中町２－１－２６　　 ショッピング ZN-0002-5712

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 JS-0001-0301

ゲームステーション 本厚木店 厚木市 中町２－５－５ ショッピング JS-0002-6635

藤村呉服店 厚木市 中町２－８－２ ショッピング JS-0000-3513

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 ZN-0002-4107

京和きもの 厚木市 中町３－２－１２　 ショッピング SL-2001-0238

クリーニングニューベリーストリー 厚木市 中町４－１０－３　中町三紫ビル１０１　 ショッピング PK-0000-3483

ホビーステーション本厚木店 厚木市 中町４－１４－６　パティオビル２Ｆ ショッピング JS-0003-2374

SUPER RAG 厚木市 中町４－１－９　 ショッピング SL-2001-0141

ヤマグチ薬局厚木中町店 厚木市 中町４－６－１０　　 ショッピング ZN-0002-3104

美容室アトリエズーム 厚木市 愛甲１－４－１７　　 サービス ZN-0002-4110

レンタルのニッケン 厚木営業所 厚木市 愛甲東１－２６－３ サービス JS-0003-1903

LianbyAllure 厚木市 旭町１－１－３　本厚木南口ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-0057

hair salon Lucent 厚木市 旭町１－１７－４－１０２ サービス JS-0001-9080

hairsalonPaloma 厚木市 旭町１－２３－３　第一厚英ビル１０２ サービス JS-0001-2557

ギャラリー慶 厚木市 旭町１－３４－１ サービス JS-0002-3902

シザース 厚木市 旭町１－３４－４　 サービス SL-2000-0409

ぽてと動物病院 厚木市 旭町５－１８－１　センエイビル１０２ サービス JS-0001-0914

ペルロの家 厚木市 旭町５－４７－１７　　 サービス PK-0000-8336

アリスクリーニングヨーク南毛利店 厚木市 温水９０６－１ サービス JS-0005-5740

VAPERFORMANCE 厚木市 下川入１８７－２　　 サービス PK-0000-0236

エムワイオート金田店 厚木市 金田１０５９－４ サービス JS-0003-7803

4WORLD 厚木市 金田４７１－１０ サービス JS-0003-5560
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スタジオトルカ 厚木市 金田８３４－３ サービス JS-0005-4744

とむろ接骨院 厚木市 戸室１－２４－２４ サービス JS-0002-4135

プロジェクトオート本店 厚木市 戸田６１２ サービス JS-0000-3340

ペットサロン RELAX 厚木店 厚木市 妻田南１－２２－８　１Ｆ　　 サービス ZN-2000-1210

RHair ＆ Make 妻田店 厚木市 妻田北２－１３－２０ サービス JS-0003-7244

カーピットアールワン 厚木市 酒井３０８２ サービス JS-0002-5203

HairRoomCHARI 厚木市 寿町３－１－１　ルリエ本厚木１Ｆ　 サービス ZN-0001-1940

セルフ中津サービスステーション 厚木市 上依知１２３２－１ サービス AD-0000-0386

MJ　project1 厚木市 上荻野１２３７－２　　 サービス PK-0000-7828

キラリ薬局 厚木店 厚木市 水引１－１４－１２ サービス JS-0000-3203

RHair ＆ Make 厚木店 厚木市 中町２－１０－２　シーアイ第２ビル１Ｆ サービス JS-0003-7239

ポルトアズール 厚木市 中町２－１０－５　２Ｆ サービス JS-0003-1974

ネイルサロン R GRANDE 厚木市 中町２－１３－１　レンブラントホテル厚木１Ｆ サービス JS-0001-6268

hair ＆ makeRGRANDE 厚木市 中町２－１３－１　レンブラントホテル厚木２Ｆ サービス JS-0000-7308

ASANTE 厚木市 中町２－４－１４　本厚木ヒルズ４Ｆ　 サービス ZN-0001-1425

AnyWay 厚木市 中町２－８－６－２０２　中町ビル　 サービス ZN-0002-4058

美容亭らずぶらんこ 厚木市 中町３－１０－１５　アメニティー中町１０１ サービス JS-0003-4209

LetizbyONE’s 厚木市 中町３－５－１５　　 サービス ZN-2000-6540

hair ＆ spaailes 厚木市 中町４－１０－４　厚木グリーンコーポ１０３ サービス JS-0005-9106

美容室オープンセサミ厚木店 厚木市 中町４－１－５　木谷ビル２Ｆ サービス JS-0000-5917

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 ZN-0001-1519

ネイルサロンアリストン本厚木店 厚木市 中町４－２－３　ライズ中町ビル４ＦＢ　 サービス ZN-0001-1824

フラミューム 本厚木 厚木市 中町４－５－１４　国際厚木ビル１Ｆ サービス JS-0002-3135

mia 厚木市 田村町１０－２　大嵩アパート１Ｆ サービス JS-0001-2005

RHair ＆ Make 林店 厚木市 林１－２５－６ サービス JS-0001-4710

わんちゃんの美容室 ANNE 厚木市 林５－２－３　山口ビル１０２ サービス JS-0004-5396

カラオケマック本厚木店 厚木市 中町２－２－８　厚木センタービル５Ｆ　 エンターテインメント ZN-0001-0596

ボルダリングジム LampPlus 厚木市 愛甲３－１０－１ その他 JS-0002-4706

厚木プラザボウル 厚木市 中町２－３－１　ダイヤプラザビル７Ｆ その他 JS-0004-2673

鮨と肴 みよし 厚木市 中町４－８－２　 その他 SL-2000-4696

花鮨 座間市 さがみ野１－１０－５５　　 飲食店 ZN-0001-0487

グレートさがみ野店 座間市 さがみ野１－３－７　　 飲食店 ZN-2000-2716

やきとり工房さがみ野店 座間市 さがみ野２－２－３１ 飲食店 JS-0005-5125

和ダイニングなな穂 座間市 さがみ野２－７－１３ 飲食店 JS-0003-8115

かんころ亭本店 座間市 さがみ野２－８－１５　見上マンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2390

居酒屋 灯り 座間市 相武台１－３５－１　センタービル２Ｄ 飲食店 JS-0005-7471

魚酔庭 座間市 相模が丘１－２２－２６　　 飲食店 ZN-0002-2397

やきとり二代目うる虎 座間市 相模が丘１－２２－２６　コーポフロンティア１０１ 飲食店 ZN-0001-1378

旬薫三うら 座間市 相模が丘１－２４－１　　 飲食店 ZN-0000-9776

NIGHT MARKET 座間市 相模が丘２－３０－２２　コーポコバヤシ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0238

六弦 座間市 相模が丘５－４－３５　王場ビル２－Ｂ 飲食店 JS-0004-3532

よゆう灼々小田急相模原店 座間市 相模が丘５－５－３　三福ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2452

中華居酒屋珍萬 座間市 入谷５－１８５８－１　　 飲食店 ZN-0001-2502

こやま珈琲 座間市 入谷東３－２７－５　ノアザマ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-4679
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北京料理 双龍 座間市 緑ヶ丘６－２５－１２　　 飲食店 ZN-2000-0241

プランティエ 座間市 さがみ野２－２－２７　アベニュー２３　１Ｆ ショッピング ZN-0002-7996

ファイテン＠元気 UP プラザ 座間店 座間市 ひばりが丘４－１１－１　RISEMALL ひばりが丘２Ｆ　 ショッピング JS-0002-1125

ホワイト急便ハニードライ　ライズ 2 座間市 ひばりが丘４－１１－１　RISEMALL ひばりが丘２Ｆ　 ショッピング PK-0000-7625

リサイクルショップ One 座間市 広野台１－４５－７　サクセスポート１Ｆ ショッピング JS-0003-9062

ブルーブルーエ相武台店 座間市 相武台１－３３－２　小田急マルシェ相武台２Ｆ ショッピング JS-0001-1689

昭和食品　相武台店 座間市 相武台１－３４－１　　 ショッピング PK-0000-8919

CYCLESHOP D 座間市 相武台１－３９－３４　サンロードビル１Ａ ショッピング JS-0005-8199

エレファン洋菓子店 座間市 入谷５－１８８１－２　　 ショッピング ZN-2000-4185

HANA 座間市 さがみ野２－２－２７ サービス JS-0005-6113

スタイルガレージ 座間市 ひばりが丘５－２１－３７ サービス JS-0002-9993

STF 座間市 栗原９２０－６ サービス JS-0003-7941

日産サービスセンター 座間市 広野台２－１０－１ サービス JS-0002-8860

はーと薬局 座間市 相武台１－３５－８　相武台ロンタンビル１Ｆ サービス JS-0000-9304

DOGFREAKS 座間店 座間市 相武台１－３９－３４　サンロードビル１Ｆ サービス ZN-2000-3075

グリフィン 座間市 相武台３－４８５１－９　１Ｆ　　 サービス ZN-0001-2967

ビューティーライフ相武台店 座間市 相武台４－１４－２０ サービス JS-0005-2304

相武台名倉堂整骨院 座間市 相模が丘１－１－３ サービス JS-0005-0729

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 ZN-0001-1247

a2Dazzle 座間市 相模が丘５－６－６　第二中込ビル１０１　 サービス ZN-0002-6035

美容室 Noa － Noa 座間市 入谷４－１８５９－５　笹野ビル２Ｆ サービス JS-0002-3394

トータルバランス無痛整体健康堂 座間市 入谷５－２９－１２　コ－ポクレパス１Ｆ　 サービス PK-0000-4959

ベネカァネ 座間市 緑ヶ丘１－１２－４ サービス JS-0002-4424

わくわくカラオケ WAVE 小田急相模原店 座間市 相模が丘１－１７－４７　　 エンターテインメント ZN-0001-1631

アミューズメントパークネバーランド 2 座間市 ひばりが丘４－１１－４８ その他 JS-0001-9908


