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寿し康 茅ヶ崎市 旭が丘２－１４ 飲食店 JS-0001-8399

蒸氣屋茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 共恵１－１－１４　渡辺ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1157

旬彩 心花 茅ヶ崎市 共恵１ー７ー２５　山本ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-6844

THEBARMAIN 茅ヶ崎市 共恵１－２－１８　ともえ桜ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1187

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 ZN-2000-6695

すし処あさまる 茅ヶ崎市 共恵１－３－８ 飲食店 JS-0001-7009

エルマンボ 茅ヶ崎市 共恵１－５－２０　　 飲食店 ZN-0001-1467

Tikibar 茅ヶ崎市 共恵１－６－１８　三州プラザＤ　 飲食店 PK-0000-2199

味の居酒屋道本店 茅ヶ崎市 元町３－１８　マルヤスビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-5909

熊や別館弥栄 茅ヶ崎市 元町３－２３　　 飲食店 ZN-0001-0256

はま膳 茅ヶ崎市 元町４－１０　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-0407

DAO 茅ヶ崎市 元町４－１０　五島ビル１　１０２　 飲食店 ZN-0002-9033

楽 茅ヶ崎市 元町４－８　藤倉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9527

ラ・サーラ 八木 茅ヶ崎市 元町４－９　K ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6974

ROOMNUMBAR3 茅ヶ崎市 元町６－３２　川口店舗 飲食店 JS-0001-7023

BarFake 茅ヶ崎市 幸町２１－３２　竹之内ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0462

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 JS-0000-1167

やきとり鳥仁 茅ヶ崎市 幸町２２－２８　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1168

RITZ 茅ヶ崎市 幸町２３－１６　２Ｆ 飲食店 JS-0003-1128

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 SL-2001-0776

Bacchus 茅ヶ崎市 幸町３－１１　大和第２ビル２Ｆ 飲食店 ZN-2000-3443

ソラマメ 茅ヶ崎市 幸町３－２８ 飲食店 JS-0002-3041

笑男酒場 Chirori 茅ヶ崎市 幸町３－３１ 飲食店 JS-0001-7689

炭火焼酒場ピカピカ 茅ヶ崎市 幸町５－１４ 飲食店 SL-2000-4969

蕎麦処 榮家 茅ヶ崎市 香川４－１１－１４　 飲食店 SL-2000-4899

創作ダイニング杏 茅ヶ崎市 香川５－２－３２ 飲食店 JS-0003-3468

焼肉光湘 茅ヶ崎市 高田２－３－１　　 飲食店 ZN-0001-2555

HELLO　INDIA　Avant 茅ヶ崎市 高田４－３－３０－１０１　　 飲食店 PK-0000-6642

なんどき牧場 茅ヶ崎市 今宿１０２４　　 飲食店 ZN-0001-0061

焼肉 登龍門 茅ヶ崎市 今宿７３１　　 飲食店 ZN-0001-0288

一房一献 茅ヶ崎市 十間坂１－１－２３　サンライヅ湘南１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9435

beercafeHOPMAN 茅ヶ崎市 十間坂１－１－２３　サンライヅ湘南２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1317

とら吉 茅ヶ崎市 新栄町１３－３　ヴァニティア湘南ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-5879

濱蔵茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 新栄町１３－４５　鴨志田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2739

S － 46BeerMarket 茅ヶ崎市 赤松町１３－４　ピオニー湘南１Ｆ　 飲食店 SL-2000-5927

レストランラ・ターブルドトリウミ 茅ヶ崎市 中海岸１－１－１２　　 飲食店 ZN-0002-9140

かいな 茅ヶ崎市 中海岸１－１－２　茅ヶ崎 SK ビル１０１ 飲食店 JS-0004-2696

和菜 善や 茅ヶ崎市 中海岸１－１－５３　サンシャインビル１０２ 飲食店 JS-0001-0099

サザンビーチカフェ 茅ヶ崎市 中海岸４－１２９８６　　 飲食店 ZN-0000-3580

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 ZN-0001-0232
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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 SL-2001-0989

OsteriaeBottega 茅ヶ崎市 東海岸北１－５－７　　 飲食店 PK-0000-0567

プレンティーズ 茅ヶ崎本店 茅ヶ崎市 東海岸北１－７－２８　 飲食店 SL-2000-2801

かいろう 茅ヶ崎市 東海岸北５－１６－６１　１Ｆ 飲食店 JS-0003-0826

ヴォーノ・イタリア茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 南湖１－６－３０ 飲食店 JS-0004-3281

えぼし本店 茅ヶ崎市 南湖５－１７－５６ 飲食店 JS-0004-4216

E － Palette 茅ヶ崎市 浜竹２－２－５０　ファインズビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4829

楽 茅ヶ崎市 浜竹２－８－１　クレスト辻堂Ｄ号 飲食店 JS-0004-2478

ドラゴンバル 茅ヶ崎市 浜竹３－２－２７　　 飲食店 ZN-0001-2770

Bistro 辻庵 茅ヶ崎市 浜竹３－３－３３　　 飲食店 ZN-0001-2220

ロイヤルブルーティージャパン 茅ヶ崎市 本宿町２－８ 飲食店 JS-0002-7196

Cafe Cure 茅ヶ崎市 柳島海岸１－１０　なかやビル１０２ 飲食店 SL-2000-2378

養老乃瀧柳島海岸店 茅ヶ崎市 柳島海岸１６－１３ 飲食店 JS-0005-8881

JetSkiShopBRO 茅ヶ崎市 円蔵２４７１－１　　 ショッピング ZN-2000-3895

ZAZA 茅ヶ崎市 共恵１－１１－１　　 ショッピング ZN-0002-5069

フリーウェイ 茅ヶ崎市 共恵１－１－８　野中ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-0617

スワン洋品店 茅ヶ崎市 共恵１－２－１７　　 ショッピング ZN-0003-1428

チカディー 茅ヶ崎市 共恵１－４－１６　猪狩ビル１０２ ショッピング JS-0002-5650

Switch General Store 茅ヶ崎市 共恵１－５－２４　郷野ビル１０１ ショッピング JS-0003-8805

工芸偕可園 茅ヶ崎市 共恵１－６－１８　　 ショッピング ZN-2000-1319

布・工房くまじ 茅ヶ崎市 共恵１－８－６　グレイシア茅ヶ崎１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-9261

sashiki 茅ヶ崎市 元町４－６　２Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-5250

富士宝石 茅ヶ崎市 幸町２－１０－１０４ ショッピング JS-0002-4523

ジュエリー照國 茅ヶ崎市 幸町２２－６ ショッピング JS-0004-3654

カリーノ 茅ヶ崎市 幸町２４－３ ショッピング JS-0003-8218

マンボデガ 茅ヶ崎市 幸町３－２８　　 ショッピング ZN-0001-1533

リトルペイジ 茅ヶ崎市 幸町７－１２　バニアンテラス１０２ ショッピング JS-0000-0527

アールグレイズ 茅ヶ崎市 幸町７－１２　バニアンテラス１０３　 ショッピング ZN-2000-2800

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 SL-2000-8331

浜田屋菓子舗 茅ヶ崎市 若松町１７－４　　 ショッピング PK-0000-8922

［HC］有限会社長井電器商会 茅ヶ崎市 若松町１－９ ショッピング JS-0001-8658

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 SL-2000-8330

清耕園 茅ヶ崎市 十間坂１－６－５９　　 ショッピング ZN-0001-3060

ドッグロケット 茅ヶ崎市 常盤町６－２９ ショッピング JS-0005-8433

メガネのプリンスイトーヨーカドー 茅ヶ崎市 新栄町１１－８　イト－ヨ－カド－３Ｆ　 ショッピング PK-0000-1897

EC PARK 茅ヶ崎市 新栄町１３－７　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ茅ヶ崎第２　１０１ ショッピング JS-0002-8348

もしもしモンキー携帯小僧店 茅ヶ崎市 新栄町７－７　丸岡第２ビル ショッピング JS-0004-2273

リセールショップワンスモア茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 新栄町８－２　　 ショッピング ZN-0001-1621

KuTembea 茅ヶ崎市 中海岸１－１－１４－９　 ショッピング SL-2000-8955

IslandYoga 湘南茅ヶ崎 サザンビーチ店 茅ヶ崎市 中海岸４－１２９８６－５２　サザンビーチヒルズ６Ｆ ショッピング SL-2000-2596

タイヤセンターフットジョブ 茅ヶ崎市 堤３８３３ ショッピング JS-0003-6675

フリュードパワー サーフクラフト 茅ヶ崎市 東海岸南１－２１－１ ショッピング JS-0002-8328

テニスショップ アイ 茅ヶ崎市 東海岸南２－１０－２　イーストコート１Ｂ ショッピング JS-0001-9962

サローネディヴェトロ 茅ヶ崎市 東海岸南２－２－１２　　 ショッピング ZN-2000-0948
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オディエ茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 東海岸南４－１１－１７－Ｂ　　 ショッピング ZN-0001-1953

バウワウ 茅ヶ崎市 東海岸南６－３－１２ ショッピング JS-0000-4876

ファロススポーツ 茅ヶ崎市 東海岸南６－４－７５　　 ショッピング ZN-0002-6250

田辺薬局茅ヶ崎南店 茅ヶ崎市 東海岸北１－５－４　サザングランドハイツ１Ｆ ショッピング JS-0004-7530

R ＆ SSTOREchigasaki 茅ヶ崎市 東海岸北１－６－１７　ライブリー６－１０２ ショッピング JS-0001-9756

Santa 茅ヶ崎市 東海岸北１－７－２１　ジュジュベ茅ヶ崎１Ｆ ショッピング JS-0005-1821

Smile 茅ヶ崎市 東海岸北１－７－２３　ルミエール１Ｆ ショッピング JS-0004-1684

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 ZN-0001-2359

SEEPSTORE 茅ヶ崎市 東海岸北２－１２－３５　　 ショッピング ZN-0002-9284

ギャラリー SEDONA 茅ヶ崎市 東海岸北５－１６－６０　エルパティオ東海岸１Ｆ ショッピング SL-2000-7106

有限会社モリサイクル茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 南湖４－９－４０ ショッピング JS-0001-9344

湘南菓子工房ヒラオカ 茅ヶ崎市 萩園１７１３－２　　 ショッピング PK-0000-1516

［HC］有限会社石井電器 茅ヶ崎市 萩園２３２３－１ ショッピング JS-0001-8618

ゆめさきや 茅ヶ崎市 浜見平３－１　ブランチ茅ヶ崎２　 ショッピング ZN-0002-9562

北村水産 茅ヶ崎市 柳島海岸１５－８　　 ショッピング ZN-0001-2252

最来る館 茅ヶ崎市 円蔵１３８７　　 サービス ZN-2000-1803

Lehua 茅ヶ崎市 茅ヶ崎２－６－３０　マックスビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-2974

diarblue 茅ヶ崎市 共恵１－１０－１９ サービス JS-0003-4081

湘南 coffee 酵素サロンあすか 茅ヶ崎市 共恵１－１０－１９　森谷ビル２Ｆ サービス JS-0001-3017

sweetroom 茅ヶ崎 茅ヶ崎市 共恵１－２－２１　２Ｆ　　 サービス ZN-0001-0058

R’s hair 茅ヶ崎市 共恵１－６－１２ サービス JS-0002-1991

MATAHARISE NAIL 茅ヶ崎市 共恵２－１－４４　　 サービス ZN-2000-0996

PRINTEMPS 茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 元町１８－１１ サービス JS-0006-0028

mahalonailsalon 茅ヶ崎 茅ヶ崎市 元町４－２　TEK ビル２Ｆ南側　 サービス ZN-0001-1955

Sly 茅ヶ崎市 幸町１１－１５　　 サービス ZN-0002-9580

DOGCRAFTSMAN 茅ヶ崎市 汐見台３－４　　 サービス PK-0000-8902

NATTY 茅ヶ崎市 若松町５－２９　　 サービス ZN-2000-3168

THEDAYshonan 茅ヶ崎市 十間坂１－１－２６　ベルコート湘南１０２　 サービス ZN-0001-2245

楽々広場エスパティオ小和田店 茅ヶ崎市 小和田２－１６－３８ サービス JS-0004-1875

リトルマミ 茅ヶ崎市 松が丘１－６－７９ サービス JS-0002-1560

KellybyReange 茅ヶ崎市 新栄町１０－２５　３Ｆ　　 サービス ZN-0001-1312

ビオリー湘南 茅ヶ崎市 新栄町１－１　山治ビル３Ｆ サービス JS-0005-8654

アトレ茅ヶ崎 茅ヶ崎市 新栄町１１－１６　旦恵ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-1061

CHELUMO 茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 新栄町７－１　岸ビル２Ｆ サービス JS-0000-3035

アシュリーネイル 茅ヶ崎市 新栄町７－１６　　 サービス ZN-0001-5434

PiNupGirl 茅ヶ崎市 新栄町７－７　２Ｆ　　 サービス ZN-0001-0834

株式会社メイセイ自販 茅ヶ崎市 赤羽根３９４７ サービス JS-0001-6728

有限会社イー・エムコーポレーション 茅ヶ崎市 代官町２－７　 サービス JS-0002-7903

わんこのうち中海岸 茅ヶ崎市 中海岸４－６－１２ サービス JS-0001-4986

A ＋ Style hair ＆ spa 茅ヶ崎市 東海岸南２－６－９　茅ヶ崎共生ビル１Ｆ サービス SL-2000-2167

ブラックスサロン 茅ヶ崎市 東海岸南５－３－５７　２Ｆ　　 サービス ZN-0002-5770

Awesome Blossom 茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 東海岸北２－１－３９　１・２Ｆ　 サービス SL-2000-2347

MabbyS Dog Deli 茅ヶ崎市 東海岸北２－１４－４１　１－Ｂ サービス SL-2000-4366

REGAR 茅ヶ崎市 東海岸北２－１－５５　KN ＫＮビル１Ｆ サービス JS-0000-5565
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美容室 hannari 茅ヶ崎市 東海岸北３－１４－２１　　 サービス ZN-0002-3447

フェリーチェ茅ヶ崎 茅ヶ崎市 東海岸北５－１６－６１　吉野ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-5924

ネモト動物病院 茅ヶ崎市 南湖４－４－１６　MS ハイム１０１ サービス JS-0001-6432

株式会社ミラクル自動車 茅ヶ崎市 萩園１３０４－３ サービス JS-0002-4931

靴修理合鍵司 茅ヶ崎市 浜須賀６－２５ サービス JS-0005-5437

NailSalonLUODA 茅ヶ崎市 浜竹２－８－１　クレスト辻堂Ｂ　１Ｆ　 サービス ZN-0001-2415

NeigebyReange 茅ヶ崎市 浜竹３－４－４３　ライフピアモア辻堂　 サービス ZN-2000-6295

Reange 茅ヶ崎市 浜竹３－４－４５　　 サービス ZN-0001-0172

アフロディーテ 茅ヶ崎市 浜之郷４３５－１ サービス JS-0002-4578

湘南緑が浜動物病院 茅ヶ崎市 富士見町１６－１７ サービス JS-0001-5166

中山動物病院 茅ヶ崎市 本村３－３－１１ サービス JS-0000-3725

湘南カイロ緑が浜治療室 茅ヶ崎市 緑が浜７－５７　　 サービス PK-0000-2373

ペットサロン PEPE 茅ヶ崎市 小和田３－１－２４ その他 JS-0002-3928

ペットハウスキャンリー 茅ヶ崎市 東海岸北１－１－５ その他 JS-0001-7362

龍苑 高座郡 寒川町一之宮３－１２－５ 飲食店 JS-0000-9498

F’sKitchen 高座郡 寒川町岡田１－６－６ 飲食店 JS-0003-6207

まっしぐら 高座郡 寒川町倉見１１８２－５ 飲食店 JS-0002-2581

豊月堂 高座郡 寒川町一之宮１－２３－１３　 ショッピング PK-0000-8749

アンドワンディティール 高座郡 寒川町一之宮４－１０－１３ ショッピング JS-0001-8869

メガネのルック 高座郡 寒川町岡田１－２０－１　 ショッピング SL-2000-9738

露木生花 高座郡 寒川町岡田１－４－３　露木ビル Li・花１Ｆ ショッピング AL-0000-0223

すみれ調剤薬局 高座郡 寒川町岡田３－９－５９　　 ショッピング PK-0000-3666

寒川水族館 高座郡 寒川町倉見４３２－３ ショッピング JS-0000-6356

Kreis5 高座郡 寒川町倉見４６９－１ ショッピング JS-0000-6747

有限会社オートクリニック 高座郡 寒川町倉見５４４－１　 ショッピング SL-2000-0460

山崎タイヤ工業株式会社 高座郡 寒川町田端１３３９ ショッピング JS-0003-1966

LOA 高座郡 寒川町一之宮１－１６－３８　１Ｆ　 サービス ZN-2000-7006

hairsalonnagomi 高座郡 寒川町岡田１－６－２　　 サービス PK-0000-5539

M Tech Garage 高座郡 寒川町小谷１－４－１５ サービス JS-0003-0066

Fukugen 高座郡 寒川町倉見２１４２－３ サービス JS-0005-4264

REMAKER ＇ S MARKET 高座郡 寒川町大曲４－２－１９　 その他 SL-2000-4347

やよい鮨 藤沢市 亀井野１０３２－７ 飲食店 SL-2000-6752

丸だい仙水 藤沢市 江の島１－４－１９　　 飲食店 ZN-0001-0437

しまカフェ 江のまる 藤沢市 江の島２－３－３７ 飲食店 JS-0000-7371

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 ZN-0000-7328

THREEDICE 藤沢市 鵠沼花沢町１－５　　 飲食店 ZN-0002-3992

FujisawaTable 藤沢市 鵠沼花沢町１－５　8hotel 別棟２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1675

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 JS-0000-5892

GrillbarTomura 藤沢市 鵠沼花沢町２－４　アサダビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-2263

鵠 鵠沼海岸店 藤沢市 鵠沼海岸２－３－９　関根ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2667

Lanterne 藤沢市 鵠沼海岸３－１２－３ 飲食店 JS-0001-4630

蕎麦兄 藤沢市 鵠沼海岸４－８－１１　　 飲食店 PK-0000-0240

月波 藤沢市 鵠沼海岸５－１１－１５　１Ｆ 飲食店 JS-0003-1616

たか亭 藤沢市 鵠沼海岸６－１７－１４ 飲食店 JS-0000-0684
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佛蘭西料理名古屋 藤沢市 鵠沼海岸６－８－１４　　 飲食店 ZN-0001-1540

土筆坊 藤沢市 鵠沼橘１－１－６　ネオ山田ビル　 飲食店 ZN-0001-2679

セラフィーノ 藤沢市 鵠沼橘１－１６－１４　ヤマキビル１Ａ 飲食店 JS-0003-5262

牛タン．もつ鍋 美さく 藤沢市 鵠沼橘１－１７－１３　フジサワツインビル１Ｆ　 飲食店 JS-0002-9443

メルローズ 藤沢市 鵠沼橘１－１７－１３　フジサワツインビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2448

セリス 藤沢市 鵠沼橘１－１７－１３　フジサワツインビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2449

炭もんダイニング COCORICO 藤沢市 鵠沼橘１－１７－１５　　 飲食店 ZN-0001-0956

エムズバー 藤沢市 鵠沼橘１－１７－１５　　 飲食店 ZN-2000-1795

あぶり屋くまざわ 藤沢市 鵠沼橘１－１７－１５　江戸惣ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-0356

炭屋串兵衛元祖藤沢店 藤沢市 鵠沼橘１－１７－２　　 飲食店 ZN-0000-9950

レストランダイニング 縁 藤沢市 鵠沼橘１－１７－４　小塚ビル２０２ 飲食店 JS-0002-3517

二代目笑楽 藤沢市 鵠沼橘１－１－９　S １１９ビル　 飲食店 ZN-0001-0261

蕎麦粉食堂 Buckwheat 藤沢市 鵠沼橘１－１－９　S １１９ビル２０２ 飲食店 SL-2000-0709

SmokyShack 藤沢市 鵠沼橘１－１－９　S １１９ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2771

WhiteRoom 藤沢市 鵠沼橘１－３－１６　サンプラザ鵠沼橘２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6649

SAWAS 食堂 藤沢市 鵠沼橘１－３－１９　浅井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0973

トラットリア ピッコロツィーオ 藤沢市 鵠沼桜が岡３－３－１４　喜多屋ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-7387

麺バル HACHIKIN 藤沢市 鵠沼桜が岡３－５－７　　 飲食店 PK-0000-1835

鮨近藤 藤沢市 鵠沼桜が岡３－６１１９　きむらビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-0312

翻車魚丸 藤沢市 鵠沼石上１－１３－１０　　 飲食店 ZN-0001-0875

BarRoute － one 藤沢市 鵠沼石上１－３－１　パール２ビル４０２　 飲食店 ZN-2000-1092

旬時季 藤沢市 鵠沼石上１－３－１　パール２ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-6208

えん 藤沢市 鵠沼石上１－３－１１ 飲食店 JS-0001-3332

Ray 藤沢市 鵠沼石上１－３－１２　イマジンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-4038

釜めし歳時記さき亭 藤沢市 鵠沼石上１－３－１３　１Ｆ 飲食店 JS-0000-6974

DINING KITCHEN PESCA 藤沢市 鵠沼石上１－３－１４　グロリアス湘南１０１ 飲食店 JS-0000-7206

魚創竹波 藤沢市 鵠沼石上１－３－１４　グロリアス湘南Ｂ－１０２ 飲食店 JS-0001-1948

ぴよぴよ 藤沢市 鵠沼石上１－３－２　第一興産２０号館２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3423

Wolf Moon 藤沢市 鵠沼石上１－３－２　第一興産２０号館４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0109

JOKE 藤沢店 藤沢市 鵠沼石上１－３－２　第一興産２０号館６Ｆ　 飲食店 JS-0002-6361

はっぴぃ　あわー 藤沢市 鵠沼石上１－４－１１　２Ｆ　　 飲食店 PK-0000-6663

はっぴぃあわー 藤沢市 鵠沼石上１－４－１１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-7919

レストラン SHIRO 藤沢市 鵠沼石上１－４－１１　３Ｆ 飲食店 JS-0001-4821

磯小屋 藤沢市 鵠沼石上１－４－２　藤沢Ｄビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6238

Bb 藤沢市 鵠沼石上１－４－３　藤沢２３ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2354

ビストロ＆バル Baccas 藤沢市 鵠沼石上１－４－５　湘南ライトビル１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0796

天ぷら割烹藤よし 藤沢市 鵠沼石上１－５－１５　　 飲食店 ZN-0001-1366

GirlsBarPuppy 藤沢市 鵠沼石上１－７－１　ケインズタワー３Ｆ 飲食店 ZN-2000-4353

お料理 旬楽 えびす 藤沢市 鵠沼石上１－７－１　ケインズタワー８Ｆ 飲食店 JS-0002-8641

ベルーガ 藤沢市 鵠沼石上１－７－１　ケインズタワーＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-9490

タイレストラン ゲンキョウワン 藤沢市 鵠沼石上１－８－１１ 飲食店 JS-0003-4796

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 JS-0001-6107

Accent 藤沢市 鵠沼石上１－９－３　フォーマルハウト１Ｆ 飲食店 JS-0003-6139

紅茶専門店ディンブラ 藤沢市 鵠沼石上２－５－１　カサハラビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-9077
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とんかつ水龍湘南台 藤沢市 湘南台１－１４－６　　 飲食店 PK-0000-1212

旬魚食卓さかな 藤沢市 湘南台１－１４－７ 飲食店 JS-0000-5630

菜 2 藤沢市 湘南台１－１４－８　　 飲食店 ZN-2000-0484

食彩和牛しげ吉湘南台店 藤沢市 湘南台１－５－８　　 飲食店 ZN-0002-9603

SushiDining 旬魚 藤沢市 湘南台１－９－２　石井ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-2009

肉の寅屋 藤沢市 湘南台２－１－１　ペアシティ湘南１０３　 飲食店 ZN-0001-0559

鳥海山湘南台店 藤沢市 湘南台２－１－１　田中ビル５３－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9966

マントラ ファイン ダイニング 藤沢市 湘南台２－１１－１　ウエストプラザ２Ｆ 飲食店 JS-0003-2655

COHACO 藤沢市 湘南台２－１２－１　らうらうじ湘南台２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2387

一喜 藤沢市 湘南台２－１２－１　らうらうじ湘南台店舗６ 飲食店 JS-0004-1350

ダイニング＆カフェ やよい 藤沢市 湘南台２－１２－６　相鉄フレッサイン湘南台　 飲食店 ZN-0001-1893

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 JS-0005-1457

八十別家 藤沢市 湘南台２－１７－１５　　 飲食店 ZN-0001-0747

一炭湘南台店 藤沢市 湘南台２－３－７ 飲食店 JS-0000-4112

スクエア 湘南台店 藤沢市 湘南台２－４－４　ビービル３Ｆ 飲食店 JS-0003-3456

YASSAIMOSSAI 藤沢市 湘南台２－５－１０－２０２ 飲食店 JS-0000-9271

湘南菊華大飯店 藤沢市 湘南台２－５－１１　２Ｆ 飲食店 JS-0002-0980

磯重 藤沢市 湘南台２－７－１１　若林ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1357

プチパピヨン 藤沢市 湘南台２－７－７　　 飲食店 ZN-0002-5622

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 ZN-0001-0877

湘南茶屋 藤沢市 湘南台４－１－２２　　 飲食店 ZN-0001-2187

海游亭 藤沢市 城南２－６－２３ 飲食店 JS-0004-8000

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 ZN-0000-9654

うな善 藤沢市 善行１－２３－１ 飲食店 JS-0002-8316

ステーキハウス T ＆ T 藤沢市 善行７－１１－３ 飲食店 JS-0002-6938

焼肉富士苑 藤沢市 村岡東２－１５－３　広田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9757

旬菜おばんざいとうたく 藤沢市 朝日町９－４　朝日ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-2301

スナック愛 藤沢市 長後６７２　井上共同ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0956

居酒屋正栄丸 藤沢市 辻堂１－２－１１　沼井ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1469

イタリア食堂 BELTEMPO 藤沢市 辻堂１－３－２６　マイショップ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1786

TIMMY’SCAFE 藤沢市 辻堂１－４－１９　SURF １０１ 飲食店 JS-0001-0269

＋ guard 藤沢市 辻堂１－４－１９　SURF ２Ｆ 飲食店 JS-0001-3324

蒸氣屋辻堂店 藤沢市 辻堂１－９－１　　 飲食店 ZN-0001-0946

壱五屋 藤沢市 辻堂２－７－７　ウィンディ湘南１Ｂ２　 飲食店 ZN-0000-9841

辻一 藤沢市 辻堂２－８－２４ 飲食店 JS-0002-8213

湘南前玉寿司 藤沢市 辻堂４－２－４８　　 飲食店 ZN-0001-2315

やきとり工房辻堂店 藤沢市 辻堂新町１－１－１５ 飲食店 JS-0005-5122

鳥人 藤沢市 辻堂新町１－２－２３　プリメロ湘南１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0829

Kitchen ＆ Bar De 藤沢市 辻堂東海岸１－９－１　 飲食店 SL-2000-3709

藤沢ワイン食堂 Ciaovino 藤沢市 藤沢１０２５　　 飲食店 ZN-0001-2749

創作ダイニングかしわ 藤沢市 藤沢３－１－２７　２Ｆ 飲食店 JS-0004-4065

溪源 藤沢市 藤沢３８－６　溪源ビル　　 飲食店 ZN-0001-1924

カフェアロマ 藤沢市 藤沢５４０－１　 飲食店 SL-2000-4488

和食 寒山 藤沢市 藤沢５５５　サンパール藤沢８Ｆ 飲食店 JS-0003-0161
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トラットリアタントタント 藤沢市 南藤沢１５－１５　ウェルビィ一番館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2804

神田商店 藤沢市 南藤沢１９－１６　第一ハルミビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0248

牛繁藤沢店 藤沢市 南藤沢２０－１５　第一興産１８号館　 飲食店 ZN-0001-1417

びっくり箱 藤沢市 南藤沢２０－１９　第三ハルミビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4318

和処 ichi 藤沢市 南藤沢２０－２１　MK ビル５Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0002-6859

縁宴 藤沢市 南藤沢２０－４　魚万新館ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-4083

八十本家 藤沢市 南藤沢２０－４　魚万新館ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-5394

博多劇場藤沢店 藤沢市 南藤沢２０－９　オセアン藤沢駅前ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4417

若竹藤沢駅前店 藤沢市 南藤沢２－１－２　藤沢プライム４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1520

大衆酒場大悟藤沢店 藤沢市 南藤沢２１－６　サンプラザ藤沢１Ｆ 飲食店 JS-0005-5687

櫻 藤沢市 南藤沢２１－９　とのおかビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6969

タヴェルナ・バレーナ 藤沢市 南藤沢２２－１４　　 飲食店 ZN-0001-1651

藤沢喜びの里 藤沢市 南藤沢２２－２　春日ビルＢ１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0156

エンゼル 藤沢市 南藤沢２２－８　西湘鉱産ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4381

薔薇の館 2 藤沢市 南藤沢２２－８　西湘鉱産ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4424

コミックバスター藤沢駅前 藤沢市 南藤沢２２－８　西湘鉱産ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-0584

南口やきとん 藤沢市 南藤沢２３－１　コープビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0160

和バルおでこ 藤沢市 南藤沢２３－１０　六光会館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-9712

韓食菜炎 ヨンドン 藤沢市 南藤沢２３－１０　六光会館Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-9911

いろり庵鱗 藤沢市 南藤沢２３－１０　六光会館ビル３０１　 飲食店 ZN-0002-3996

マタリ 藤沢市 南藤沢２３－２　マタリビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5783

粋造り大海 藤沢市 南藤沢２３－２　マタリビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-2472

BarKamal 藤沢市 南藤沢２３－２　マタリビル５Ｆ 飲食店 JS-0004-3514

九洲酒場まる 藤沢市 南藤沢２３－３　FK ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9859

鮨かっぽう圓 藤沢市 南藤沢２３－３　FK ビル２０２ 飲食店 JS-0004-2190

すし屋の青海 藤沢市 南藤沢２３－４　三愛ビル１０３　　 飲食店 ZN-0001-0998

小鉢 BAR 弓なり 藤沢市 南藤沢２３－８ 飲食店 JS-0005-3320

Chillout　酒場常夏 藤沢市 南藤沢２３－８　LANDPOOL FUZISAWA ２Ｆ　 飲食店 PK-0000-6860

つな家藤沢南口店 藤沢市 南藤沢３－４　湘南薬品南藤沢ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6402

串焼酒場クシベエ 藤沢市 南藤沢３－５　　 飲食店 ZN-0000-9796

鵠庵 藤沢市 南藤沢３－６　NT 藤沢ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3758

楽助 藤沢市 南藤沢３－６　NT 藤沢ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-3762

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 ZN-0001-0566

ニーハオ 藤沢市 南藤沢４－２　喜久屋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-2605

スプーン 藤沢市 南藤沢６－１２　シャトーヒロビル２０１　 飲食店 ZN-0002-9431

希味 藤沢市 南藤沢６－１８　リベール湘南Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-2691

湘南肉豚屋 藤沢市 南藤沢７－１０　英邦第一ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1060

CHAPSTOCK 湘南藤沢 藤沢市 南藤沢７－１０　英邦第一ビル２Ｆ　　 飲食店 PK-0000-2948

旬菜・串焼処食 藤沢市 南藤沢７－１０　英邦第一ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1773

FOO ～ foo ～ fou 藤沢市 片瀬３－１－３６ 飲食店 JS-0005-3518

東家 藤沢市 片瀬３－１４－３３　　 飲食店 ZN-0001-2357

しらすと伊勢海老の忠兵衛 藤沢市 片瀬海岸１－１１－２５ 飲食店 JS-0001-7331

PIZZERIA ＆ DININGPICO 藤沢市 片瀬海岸１－１１－３０ 飲食店 JS-0002-5005

湘南韓バル GOKAN 藤沢市 片瀬海岸１－１３－１２　　 飲食店 ZN-0001-0972
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クラリタ 藤沢市 片瀬海岸１－６－１１　　 飲食店 ZN-0001-0691

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 AX-0000-0020

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 AX-2000-0123

ゲートブリッジカフェ江ノ島 藤沢市 片瀬海岸２－１８－２１　いちご江ノ島テラス２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9797

江ノ島小屋 藤沢市 片瀬海岸２－２０－１２　　 飲食店 ZN-0000-3556

イルキャンティビーチェ 藤沢市 片瀬海岸２－２０－８　　 飲食店 ZN-0000-0548

Bard 藤沢市 片瀬海岸２－８－１５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-5630

道楽や ねこん家 藤沢市 片瀬海岸２－８－１７　 飲食店 SL-2000-9854

LuckyMealMermaid 藤沢市 片瀬海岸２－８－１７　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1857

栄亭 藤沢市 本町３－１－３　湘南ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1431

GORKHALI 藤沢市 本町４－８－３５　　 飲食店 ZN-0001-2846

ハマヤ 藤沢市 下土棚４６８　　 ショッピング ZN-0002-5130

株式会社中川自販 藤沢市 亀井野３２６４－４ ショッピング JS-0001-0615

有限会社マーシュ 藤沢市 亀井野３５９－５ ショッピング JS-0003-7936

おまねき堂 藤沢市 宮原１４１０ ショッピング JS-0004-2311

1964NineteenSixty － fo 藤沢市 江の島１－１２－２ ショッピング JS-0004-5746

Alami 藤沢市 江の島１－４－１１ ショッピング JS-0000-6741

江の島ガラス「フック」 藤沢市 江の島１－４－１３　　 ショッピング ZN-0002-4153

江の島風花 藤沢市 江の島１－４－６ ショッピング JS-0001-4845

roost figret 藤沢市 江の島１－４－６　　 ショッピング ZN-0002-3065

福島屋物産 藤沢市 江の島１－４－６　　 ショッピング ZN-0002-6910

image 藤沢市 江の島１－６－８ ショッピング JS-0000-8931

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 JS-0002-2696

羽根澤屋〔学生服〕 藤沢市 高倉８７２　　 ショッピング ZN-0001-1984

羽根澤屋〔婦人服〕 藤沢市 高倉８７２　　 ショッピング ZN-0002-8073

フォトスタジオプリュム 藤沢市 高倉８７２　　 ショッピング ZN-2000-1604

ウォームアップサーフ鵠沼本店 藤沢市 鵠沼海岸１－３－２０　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-6566

DOGDEPT 湘南江ノ島店 藤沢市 鵠沼海岸１－６－１４ ショッピング JS-0001-2332

DOG DEPT ＋ CAFE 藤沢市 鵠沼海岸１－６－１４ ショッピング JS-0001-9470

ブーランジエリーボヌール 藤沢市 鵠沼海岸２－１－８　　 ショッピング PK-0000-5951

STUDIO・LEON 藤沢市 鵠沼海岸２－３－５ ショッピング JS-0003-1258

buscape 藤沢市 鵠沼海岸２－５－６　　 ショッピング ZN-2000-0359

Figue 藤沢市 鵠沼海岸２－６－１ ショッピング JS-0001-0693

ラ・ドゥスール 藤沢市 鵠沼海岸７－１７－１６ ショッピング JS-0001-5217

ジャクスガレージ 藤沢市 鵠沼橘１－１－１８　ファーストテラス鵠沼 ショッピング JS-0000-7256

ジーンズショップモチヅキ 藤沢市 鵠沼橘１－１６－５　春蔵舎１０１　 ショッピング ZN-0002-1559

GoToKuYa 藤沢市 鵠沼橘１－１６－６　　 ショッピング ZN-2000-2674

あゆみ薬局藤沢店 藤沢市 鵠沼橘１－１－７　　 ショッピング PK-0000-4282

伊沢スポーツ伊澤武道具 藤沢市 鵠沼橘１－１７－７　　 ショッピング ZN-0002-9055

フローラル・ウィンズ 本鵠沼店 藤沢市 鵠沼桜が岡３－６－２０　ハイライズ鵠沼１Ｆ ショッピング JS-0002-3053

鵠南薬局 藤沢市 鵠沼松が岡４－１６－１８ ショッピング JS-0005-1833

CampusWearSekine 本店 藤沢市 鵠沼神明４－１２－２５ ショッピング JS-0001-0874

レイテノール 藤沢市 鵠沼石上１－１－１７　米善ビル４Ｆ ショッピング JS-0004-1482

富士時計店 藤沢市 鵠沼石上１－３－１５　　 ショッピング ZN-2000-0924
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Haoto 藤沢市 鵠沼石上１－４－１　　 ショッピング PK-0000-8763

キャンパスショップヤワタ 藤沢市 鵠沼石上１－４－８　湘南フレンズビル１Ｃ ショッピング JS-0000-5575

ときわ漢方薬局 藤沢市 鵠沼石上１－８－１ ショッピング JS-0004-0407

藤沢釣具 藤沢市 鵠沼石上２－１－２　フラワーマンション１０３　 ショッピング ZN-0002-7933

CampusWearSekine 湘南台東 藤沢市 湘南台１－１０－１　相鉄ローゼン湘南台店２Ｆ ショッピング JS-0001-0913

自然食品の店ウィンディー 藤沢市 湘南台１－１０－１　相鉄ローゼン湘南台店内　 ショッピング PK-0000-1472

魚太 藤沢市 湘南台１－１６－１２ ショッピング SL-2000-5968

コム・アン・プロヴァンス 藤沢市 湘南台２－１－１ ショッピング JS-0005-9620

ピーエックス 藤沢市 湘南台２－１－１　第５３田中ビル１０９　 ショッピング ZN-0002-6699

湘南ベルフラワー 藤沢市 湘南台２－１６－１７ ショッピング JS-0001-0114

田辺薬局湘南台西店 藤沢市 湘南台２－２８－１１ ショッピング JS-0004-7528

ぴゅあるーむ 藤沢市 湘南台７－１７－１７　ホワイトビル１Ｆ ショッピング JS-0003-0383

ぷらちなはーと 湘南台本店 藤沢市 湘南台７－１７－１７　ホワイトビル１Ｆ ショッピング JS-0003-0384

湘南ウッズ 藤沢市 湘南台７ー１ー２　 ショッピング SL-2000-2867

湘南 201 薬局 1 藤沢市 石川１－１－２０　　 ショッピング PK-0000-5460

三協クリーニング　西口営業所 藤沢市 長後６６８－３　　 ショッピング PK-0000-7719

靴のみやざき 藤沢市 長後６７２ ショッピング JS-0002-3301

銀美堂 藤沢市 辻堂１－３－２　　 ショッピング ZN-0001-1989

ほどしま 藤沢市 辻堂１－４－１７ ショッピング JS-0002-6778

フラワーショップわうち 藤沢市 辻堂２－２－１４　ステラ湘南　　 ショッピング ZN-0002-9096

自然美 藤沢市 辻堂２－５－１３ ショッピング JS-0001-5487

ブランドリサイクルブティックミキ 藤沢市 辻堂２－５－１５ ショッピング JS-0005-5596

西山サイクル 藤沢市 辻堂２－７－７　　 ショッピング PK-0000-8217

ウェットスーツラボ 藤沢市 辻堂５－４－１１　塩瀬マンション１０５ ショッピング JS-0002-6078

田辺薬局辻堂元町店 藤沢市 辻堂元町４－７－２１ ショッピング JS-0004-7529

TEAK 藤沢市 辻堂新町３－２－３９　コーポイシイ１０２ ショッピング JS-0002-1639

flower ＆ GreenLucca 藤沢市 辻堂神台２－２－４６　　 ショッピング ZN-0001-1169

I － MODE － D 藤沢市 辻堂東海岸１－１２－２７　マイタウン海岸通りＣ ショッピング JS-0001-4992

RS サウス 藤沢市 辻堂東海岸１－９－１ ショッピング JS-0001-6529

3D CLOTHING STORE ／ 3nD CAFE ＋ BAR 藤沢市 辻堂東海岸４－１－２１　マーボーロイヤルビル２Ｆ ショッピング SL-2000-7730

ARCSURFGARAGE 藤沢市 辻堂東海岸４－２－５　　 ショッピング ZN-2000-0791

カシェット 15 藤沢市 藤沢１０６２－１　グランドメゾン藤沢１０５ ショッピング JS-0003-7800

あんず薬局藤沢店 藤沢市 藤沢１１０６ ショッピング JS-0005-2596

花やた 藤沢市 藤沢１８ ショッピング ZN-2000-4565

テルル藤沢店 藤沢市 藤沢４６２－２８ ショッピング JS-0005-0775

スペッチオ バイ いなもとや 藤沢市 藤沢５５５　サンパールビル２Ｆ ショッピング JS-0000-4463

楽器屋 BOW 藤沢市 藤沢９７３　相模プラザ第３ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-8558

Sacred Stone’s 藤沢市 南藤沢２０－１　南藤沢駅前ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-4293

市川宝石店 藤沢市 南藤沢２－１－１　フジサワ名店ビル２Ｆ ショッピング JS-0002-3857

アーク時計修理 藤沢市 南藤沢２－１－１　フジサワ名店ビルＢ１Ｆ ショッピング JS-0002-0500

江ノ電グッズショップ藤沢 藤沢市 南藤沢２１－１　江ノ電第１ビル ショッピング JS-0003-9438

神中生花店 藤沢市 南藤沢２２－２　春日ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-8347

APPLEHOUSE 藤沢店 藤沢市 南藤沢２２－２　春日ビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-7346

二木ゴルフ 藤沢店 藤沢市 柄沢１－３４－１９　 ショッピング AX-2000-0035
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ラ・プラージュ・マイアミ 藤沢市 片瀬３－１６－８　　 ショッピング PK-0000-1100

モトファクトリーエア シズメ 藤沢市 片瀬３－８－１８ ショッピング JS-0002-2037

WATERDOOR 藤沢市 片瀬４－１０－１５ ショッピング JS-0000-4362

有限会社 中島生花店 藤沢市 片瀬５－１１－８ ショッピング JS-0005-7829

share surf  room 藤沢市 片瀬海岸　３ー２３ー４　１Ｆ ショッピング SL-2000-0373

Little JJ 藤沢市 片瀬海岸１－１１－２８　 ショッピング SL-2000-9550

シルフィードクラブ 藤沢市 片瀬海岸１－１２－９ ショッピング JS-0001-4960

西洋骨董リトルオーク 藤沢市 片瀬海岸１－１３－１２ ショッピング JS-0005-8818

みやばらや 藤沢市 片瀬海岸１－４－１０　　 ショッピング ZN-2000-1811

MANOA． 藤沢市 片瀬海岸１－８－１８　ガーデンズビス江ノ島２Ｅ ショッピング SL-2000-9286

T・SHOP HIDE BORN 藤沢市 片瀬海岸１－８－３９　第４えのはビル１Ａ ショッピング JS-0002-0254

江ノ電グッズショップ江ノ島 藤沢市 片瀬海岸１－８－５ ショッピング JS-0003-9437

ジェミーズ 藤沢市 片瀬海岸２－１３－１２ ショッピング JS-0003-1440

ミスティ 藤沢市 片瀬海岸２－１６－１　ハイラーク江の島１０１ ショッピング SL-2000-6098

風凛堂 藤沢市 片瀬海岸２－８－２０　　 ショッピング ZN-0001-3037

Pink Rosalina 藤沢市 片瀬山２－７－５　１Ｆ ショッピング JS-0001-6452

マニステージ湘南 藤沢市 本町１－１－２９　 ショッピング SL-2000-7549

Birdie　Botanical 藤沢市 本町３－１１－１２　　 ショッピング PK-0000-8518

DAISY’SDELI 藤沢市 本町３－１４－１８　メルヴェイユ湘南１Ｆ　 ショッピング PK-0000-4484

つじどうや商店 藤沢市 本町３－１５－２８　１Ｆ ショッピング JS-0003-4800

Diver’sCafe 藤沢市 本町４－９－２０ ショッピング JS-0001-0603

オートスピード 藤沢市 用田２７８９－２ ショッピング JS-0002-8523

ハッピータイヤ 藤沢市 立石２－７－４ ショッピング JS-0004-8846

西村どうぶつ病院 藤沢市 羽鳥５－５－４３ サービス JS-0001-4760

レンタルのニッケン 藤沢営業所 藤沢市 遠藤２０２１－２１ サービス JS-0003-1902

25Racing 藤沢市 葛原２５０７ サービス JS-0001-4478

ネオ 21 六会店 藤沢市 亀井野１－３－３ サービス JS-0004-6414

むつあい動物病院 藤沢市 亀井野５７７－７　大野ビル１Ｆ サービス JS-0000-8435

東京レンタル 湘南営業所 藤沢市 宮原３３５５ サービス JS-0003-4543

サンコーカワサキ 藤沢市 高倉６７９－１　　 サービス PK-0000-7740

green 藤沢市 鵠沼海岸２－４－１　デュエットパルテ１－１０２　 サービス ZN-0001-2557

ガルフ 藤沢市 鵠沼海岸５－７－１５　　 サービス ZN-0002-5269

アリス動物病院 藤沢市 鵠沼海岸６－９－１８ サービス JS-0000-7431

アリス動物病院 藤沢市 鵠沼海岸６－９－１８　　 サービス PK-0000-9089

Nail Studio en 藤沢市 鵠沼海岸７－１９－２３　クレールメイツ湘南２Ｆ サービス JS-0001-9266

美容室イディ 藤沢市 鵠沼橘１－１－１５　２Ｆ　　 サービス ZN-0002-9540

Clutch ヘアデザイン 藤沢市 鵠沼橘１－１－１８　ファーストテラス鵠沼１Ｆ　 サービス ZN-0001-2102

橘マリン薬局 藤沢市 鵠沼橘１－１－４　砂川ビル２Ｆ サービス JS-0001-1779

Ruoca Nail 藤沢市 鵠沼橘１－１－９　S １１９ビル５０３ サービス JS-0003-0051

diar 藤沢市 鵠沼橘１－２－１０　MG ビル１Ｆ サービス JS-0001-3286

diarblue 藤沢市 鵠沼橘１－２－１０　MG ビル２Ｆ サービス JS-0003-4663

diarSPA 藤沢市 鵠沼橘１－２－１０　MG ビル６Ｆ サービス JS-0003-4742

diar home 藤沢市 鵠沼橘１－２－９　イーズ湘南 サービス JS-0002-7550

MagentaRoom 藤沢市 鵠沼橘１－３－１６　サンプラザ鵠沼橘３Ｆ　 サービス ZN-2000-3149
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HairDesignany 藤沢市 鵠沼桜が岡３－６－１７　アヴニール鵠沼１０１　 サービス ZN-0002-5794

RUCA 藤沢市 鵠沼桜が岡４－１４－１８　ヴィラージュ本鵠沼１Ｆ　 サービス ZN-0001-2088

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 ZN-0001-0307

WHITE 湘南藤沢店 藤沢市 鵠沼石上１－２－２　ASCA ビル４Ｆ　 サービス ZN-0001-0314

Emerge 藤沢店 藤沢市 鵠沼石上１－４－１２　クオーレ ASCA １０１　 サービス ZN-0001-0912

中国指圧もみもみ 藤沢市 鵠沼石上１－４－３３０１ サービス JS-0005-3398

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 ZN-0001-0253

evromarine 藤沢市 湘南台１－１６－１２　コスモアオイ湘南台 3　１０３　 サービス PK-0000-0981

美容室アトリエ wiz 藤沢市 湘南台１－１６－１２　コスモアオイ湘南台 3　１Ｆ　 サービス ZN-0002-9436

ビューティーライフ湘南台店 藤沢市 湘南台１－２１－１　コーポ佐藤１０２ サービス JS-0001-5912

ネオ 21 湘南台東口店 藤沢市 湘南台１－５－８ サービス JS-0004-6409

治療院快てき 藤沢市 湘南台２ー５ー４　ハークビル１Ｆ サービス JS-0005-6419

湘南台薬局 藤沢市 湘南台２－４－６ サービス JS-0000-2769

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 ZN-0001-0894

シヴァ 藤沢市 湘南台２－５－６ サービス JS-0000-4540

diar 藤沢市 湘南台２－６－１　NK ヒルズ４Ｆ サービス JS-0004-5559

美容室 レイジースワン 藤沢市 湘南台２－７－１０　金子ビル２Ｆ サービス JS-0002-2984

ネオ 21 湘南台店 藤沢市 湘南台４－１６－１１ サービス JS-0004-6411

アフロディーテ 藤沢市 湘南台７－３４－１ サービス JS-0000-5064

バンビちゃんのお目目 藤沢市 城南１－８－７　　 サービス ZN-0001-1329

笹子動物病院 藤沢市 西富１－２－７ サービス JS-0003-8790

ネオ 21 石川店 藤沢市 石川１－３－１ サービス JS-0004-6498

広栄自動車 藤沢市 石川６－３－２６ サービス JS-0003-0177

サロンゆう 藤沢市 善行１－２５－２　 サービス SL-2000-6015

美容室 T．way 藤沢市 善行２－２５－１５　サニーレジデンス第６　１Ｆ　 サービス ZN-0003-1425

ビューティーライフ善行店 藤沢市 善行２－２６－１９　松本店舗 サービス JS-0001-5910

SMILE 藤沢市 善行６－１１－１１　　 サービス ZN-2000-1646

ポチム美容室 藤沢市 善行７－４－１　斉ビル２Ｆ サービス JS-0004-4488

有限会社フラワーオート 藤沢市 大鋸１２４０－１ サービス JS-0002-8916

ビューティーライフ長後 藤沢市 長後６７２－８　井上共同ビル２Ｆ サービス JS-0001-5853

リラ パルフェ 藤沢市 辻堂１－３－２６　２Ｆ サービス JS-0002-8531

ヘアメイクアールイー 藤沢市 辻堂１－３－７ サービス JS-0005-4907

Emerge 辻堂店 藤沢市 辻堂１－４－２８　ハイペリオン湘南２Ｆ サービス ZN-0001-0909

GRAPEVINES 辻堂 藤沢市 辻堂２－１－８　エバーズ第１１辻堂ビル５Ｆ　 サービス ZN-0002-2841

アトレ辻堂店 藤沢市 辻堂２－２－１４　　 サービス ZN-0001-0012

ヘアーデザインホットスタッフ 藤沢市 辻堂２－２－６　　 サービス ZN-0002-9075

Moliss 辻堂店 藤沢市 辻堂２－２－６　辻堂秀栄ビル３Ｆ サービス JS-0004-6217

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 ZN-0001-0389

mer 藤沢市 辻堂２－４－２９　K ビル・辻堂サンビューハイツ２０２　 サービス ZN-0002-6077

PROVENCE 藤沢市 辻堂２－５－１３ サービス JS-0004-8512

sweetroom 藤沢市 辻堂２－７－７　１Ｆ　　 サービス ZN-0000-9799

理容 Jump 藤沢市 辻堂５－１－２１　ノ－ブル湘南Ａ　 サービス PK-0000-4996

有限会社辻堂自動車 藤沢市 辻堂元町４－９－２１ サービス JS-0001-9395

湘南なぎさ動物病院 藤沢市 辻堂新町１－１３－１５　１Ｆ サービス JS-0003-9426
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CandyMarket 藤沢市 辻堂神台２－１－２１　１Ｆ　　 サービス ZN-0001-0848

ヘアーサロン HONMA 藤沢市 辻堂神台２－４－４３　 サービス SL-2000-2151

COLOURJACQUESLAFORCE 藤沢市 辻堂西海岸２－１１－３　なぎさモール辻堂Ｄ棟 サービス JS-0005-6890

スマイリーヘアーハウス 藤沢市 辻堂太平台２－１－５－３　 サービス SL-2000-6422

フェリーチェ b． 藤沢市 藤沢１００６－１　パークホームズブロードマーク１Ｆ　 サービス ZN-0001-1172

M．SLASH 藤沢店 藤沢市 藤沢１０１－１　アルスクリオ２Ｆ サービス ZN-0001-0257

ネオ 21 藤沢北口店 藤沢市 藤沢１０４９－１４ サービス JS-0004-6417

Ancheribyflammeum 藤沢市 藤沢４８４－２５　第２吉田ビル２Ｆ サービス JS-0004-3840

Moliss 藤沢店 藤沢市 藤沢５３９　フクオカビル５Ｆ　　 サービス PK-0000-0307

aura 藤沢市 藤沢６１７ サービス JS-0000-3332

TINK 藤沢 藤沢市 藤沢９７１－１　リベール藤沢２Ｆ　 サービス ZN-0000-9742

Share 藤沢市 藤沢９７６－２　秀明ビル１０２ サービス JS-0001-0857

NUTS hair 藤沢市 南藤沢１０－１　カサベルデＢ１Ｆ サービス ZN-0002-4036

爽健 藤沢市 南藤沢２０－１　南口駅前ビル３Ｆ サービス JS-0005-6604

sweetroom 藤沢 藤沢市 南藤沢２０－１７　門倉ビル６　２Ｆ　 サービス ZN-0001-0395

BLUE GARDEN 藤沢市 南藤沢２０－１８　２Ｆ　　 サービス ZN-0001-0659

Authen 藤沢市 南藤沢２０－２０　柏屋ビル２Ｆ サービス JS-0003-5761

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 ZN-0001-0267

ザ・ハローズ 藤沢市 南藤沢４－１　山栄ビル３Ｆ サービス JS-0000-6097

SEVENTHSENSE 藤沢市 南藤沢６－１５　カサハラビル２－２０１　 サービス ZN-0001-1313

ネイルサロンマクティーズ 藤沢市 南藤沢６－９　ラプラージュ湘南１０１ サービス JS-0001-3834

ネイルズアンジュ 藤沢市 南藤沢７－２　イトーピア３０１ サービス JS-0002-9507

サロンドサンク藤沢店 藤沢市 南藤沢８－１　　 サービス ZN-0003-1433

HairDesignAla 藤沢市 南藤沢９－１１　エムエムビル１０５ サービス JS-0000-7538

あさがお薬局 藤沢市 柄沢５６０－４ サービス JS-0004-4770

浜野動物病院 藤沢市 片瀬２－１５－８ サービス JS-0002-1785

HairsalonCocoa 藤沢市 片瀬４－１６－１０　キムラ建設ビル１Ｆ サービス JS-0001-5756

湘南ライセンス 江の島会場 藤沢市 片瀬海岸１－１２－１７　１Ｆ サービス JS-0002-9385

salon de coiffure sata 藤沢市 片瀬海岸３－１４－２０　 サービス SL-2000-2840

LiNK 鵠沼店 藤沢市 本鵠沼３－１２－３０ サービス JS-0000-5389

anemo 藤沢市 本鵠沼４－１４－１３ サービス JS-0001-9067

cherry 藤沢市 本町２－３－１２ サービス JS-0001-4340

りょうま動物病院 藤沢市 本藤沢２－１２－１４ サービス JS-0002-3223

ネオ 21 本藤沢店 藤沢市 本藤沢２－１２－２ サービス JS-0004-6418

リボルト湘南 藤沢市 弥勒寺３－１－７　弥勒寺 SK ビル１０１ サービス JS-0001-7493

有限会社スズキガレージ 藤沢市 獺郷１２９３ サービス JS-0001-9497

インパクト 藤沢市 獺郷１２９９－１ サービス JS-0003-0382

ロックス・オフ 藤沢市 鵠沼石上２ー１１ー１６　 その他 SL-2000-2829

パナソニッククラシンク 藤沢市 辻堂元町６－２１－１　湘南 T-SITE ３号館 その他 SL-2000-3651


