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加盟店名 所在地 ジャンル

居酒屋 鳩 伊勢原市 伊勢原１－１６－１ 飲食店 JS-0001-3369

まぐろ屋 伊勢原市 伊勢原１－２４－５　大沢ビル１０２ 飲食店 JS-0002-3035

FREEDOM 伊勢原市 伊勢原１－３－２６　　 飲食店 ZN-2000-0841

Blackjack 伊勢原市 伊勢原１－３－４０　藤井ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5893

鮨 ちか 伊勢原市 伊勢原１－４－２２ 飲食店 JS-0000-1207

串仲 伊勢原市 伊勢原１－４－７　モリセビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2138

あぶり神社 伊勢原市 伊勢原１－５－６　　 飲食店 ZN-0001-3000

焼肉 山西苑 伊勢原市 笠窪４１９－４ 飲食店 JS-0004-6343

上海厨房 桂花楼 伊勢原市 高森３－１－４４ 飲食店 JS-0005-9299

中華つくし 伊勢原市 桜台１－１１－２５ 飲食店 JS-0000-8900

鳥忠伊勢原店 伊勢原市 桜台１－１－１９　大沢ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2855

ハナル 伊勢原市 桜台１－２－３０　三協ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2813

しゃかりき伊勢原店 伊勢原市 桜台１－２－５　丸石ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1670

ライオン 伊勢原市 桜台１－２－５　丸石ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1393

さざん屋 伊勢原市 桜台１－２－７　スガヌマビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-0861

炭火やきとり 串三 伊勢原市 桜台１－９－１５ 飲食店 JS-0005-7909

専科 伊勢原店 伊勢原市 桜台２－１－２７　キタカドビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0170

STAMINA2 伊勢原市 桜台４－２７－２２ 飲食店 JS-0004-0487

めんどり 伊勢原市 石田６８１－６ 飲食店 JS-0001-3742

焼肉レストラン長生門 伊勢原市 石田８２９　　 飲食店 ZN-0001-2695

STAMINA 伊勢原市 田中８４－１　グレース吉川１Ｆ 飲食店 JS-0002-5926

フランスレストラン ラ ガシュー 伊勢原市 東成瀬２０－１４ 飲食店 JS-0000-4110

やきとり大吉伊勢原店 伊勢原市 板戸４０６－２　　 飲食店 ZN-2000-5120

食堂フレンチドゥジェム 伊勢原市 板戸４３３－１　１Ｆ 飲食店 JS-0004-8294

プラザアサヒ 伊勢原市 伊勢原１－３－１０　アサヒショッピングセンター１Ｆ ショッピング JS-0003-2601

テーエス瓦斯株式会社 伊勢原市 伊勢原１－４－３　 ショッピング SL-2001-0027

岩田モータース 伊勢原市 伊勢原２－１０－３６　　 ショッピング ZN-2000-1889

レディスショップシノン 伊勢原市 伊勢原２－２－２６　今井ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-9427

C．H．DONKEY 伊勢原市 伊勢原３－３－３　ラピュタ１Ｆ ショッピング JS-0002-9973

洋品百貨 YAMATOYA 伊勢原市 伊勢原３－６－６　　 ショッピング ZN-2000-1458

タケメガネ伊勢原店 伊勢原市 伊勢原４－２－７ ショッピング JS-0005-7325

花の店  NOBU 伊勢原市 伊勢原４－６３７－１　レジデンス和１０２ ショッピング SL-2000-1824

タイヤガーデン 伊勢原 伊勢原市 串橋３０３－２ ショッピング JS-0003-5293

有限会社アサクラ 伊勢原市 桜台１－１－１４ ショッピング JS-0002-6614

BuonaVita 伊勢原店 伊勢原市 桜台１－１－７ ショッピング JS-0002-8211

くすりの神農 伊勢原市 桜台１－２２－５－Ａ　　 ショッピング ZN-0002-4941

花小代 伊勢原市 桜台１－２３－３８ ショッピング JS-0002-3150

北欧家具 talo 伊勢原市 小稲葉２１３６－１ ショッピング JS-0000-9179

ワイズギア 伊勢原市 善波１４０３ ショッピング JS-0005-0875

荒川米店伊勢原店 伊勢原市 板戸１８４－１　　 ショッピング PK-0000-3095
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有限会社オートショップシグナル 伊勢原市 板戸２４７－３ ショッピング JS-0000-9973

有限会社 セイタ写真館 伊勢原市 伊勢原３－１－４ サービス JS-0000-1265

いせはら動物病院 伊勢原市 伊勢原３－８－１０ サービス JS-0000-3079

アリスクリーニングヨーク伊勢原成瀬店 伊勢原市 下糟屋３０２２－１ サービス JS-0005-5747

鶴巻温泉治療院 1 伊勢原市 笠窪３８３－３　　 サービス PK-0000-9000

RHair ＆ Make 伊勢原店 伊勢原市 桜台１－１０－１９　川添ビル１Ｆ サービス JS-0003-7240

美容室コア 伊勢原市 桜台１－１２－３　小瀬村ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-9056

RIDEhair 伊勢原市 桜台１－１９－４　細野店舗１Ｆ　 サービス ZN-0002-8018

アリスクリーニング伊勢原コマ店 伊勢原市 桜台１－３－３ サービス JS-0005-5750

とりうみ動物病院 伊勢原市 桜台１－３４－１ サービス JS-0003-5192

pocoapoco 伊勢原市 桜台１－３８－３２　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-6416

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 JS-0003-0345

丸正クリーニング本店 伊勢原市 上粕屋１２６１ サービス SL-2000-8455

Hair Design ezel 伊勢原市 東成瀬２５－３　パークハイム１０５ サービス JS-0001-6175

カラオケポンポン 伊勢原市 伊勢原２－４－１８ エンターテインメント JS-0002-4947

Amigos 平塚市 横内４０８３ 飲食店 JS-0005-9607

インディアンレストラン マハトマ 平塚市 岡崎４１２７－４ 飲食店 JS-0002-4983

大磯港 平塚市 河内３７４－１ 飲食店 JS-0005-2223

MIYABI 平塚市 河内５１７－１ 飲食店 JS-0002-4011

割烹竹万 平塚市 花水台３７－３　 飲食店 SL-2001-0447

やき鳥 たかはし 平塚市 宮の前１－３３　ファーイーストビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8261

小樽酒場あずまし亭 1 平塚市 宮の前７－２４　　 飲食店 PK-0000-0300

どんぴしゃ 平塚市 宮松町１２－１－１０２　 飲食店 ZN-0001-0362

けせらせら 平塚市 錦町２１－１１　服部ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-3881

手羽先酒屋 安喜 平塚市 錦町３－２８ 飲食店 JS-0002-0501

戦国焼鳥信長 平塚市 見附町３－１７ 飲食店 JS-0001-7790

CafeTonTon 平塚市 幸町３１－１１　　 飲食店 PK-0000-4317

ROUTE58 平塚市 紅谷町１０－６　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-0097

らーめん酒房 実之和かれー麺 平塚市 紅谷町１２－１２ 飲食店 JS-0002-9991

紅谷町 BQ バール 平塚市 紅谷町１２－２　　 飲食店 ZN-0001-1304

CHABO 平塚市 紅谷町１４－２４　松ビル１ 飲食店 JS-0001-0601

すし屋の塾 平塚市 紅谷町１７－１１　　 飲食店 PK-0000-1458

魚屋 魚八 平塚市 紅谷町３－１０　セレストタワー湘南平塚１Ｆ 飲食店 SL-2000-8977

ともの仲間の店檸檬 平塚市 紅谷町４－１１　ジュネス３　１０１ 飲食店 JS-0001-5685

ATLANTIS 平塚市 紅谷町４－１２　ダイアビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-6633

やきとり工房平塚店 平塚市 紅谷町４－２０ 飲食店 JS-0005-5126

ゆずの助平塚店 平塚市 紅谷町４－３　中秋ビル４Ｆ 飲食店 JS-0005-0907

ManPuKu 平塚市 紅谷町４－６　平ムネカタビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2138

バーアルカミスト 平塚市 紅谷町８－５　くれたけビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1756

ゆるり。湘南店 平塚市 紅谷町９－８　中島ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0042

ホルモン屋十八本店 平塚市 根坂間２１８－１　ウェイヴ湘南旭ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0370

寿司処 旬 平塚市 根坂間２１９－４ 飲食店 JS-0002-5629

そば処名古屋 平塚市 桜ヶ丘２－１１ 飲食店 JS-0000-6656

炭 Dining 竹 shi 平塚市 四之宮２－２４－４８－１　　 飲食店 ZN-0001-2886
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ホルモン専科二代目とんと 平塚市 四之宮３－１４－３ 飲食店 JS-0002-2957

Kitchen 伊志川 平塚市 西真土１－３－８ 飲食店 JS-0000-6020

Monochrome 平塚市 代官町１０－１０　メインステージ平塚駅前１０２　 飲食店 ZN-2000-0481

肉バル MARCO 平塚市 代官町８－６　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ代官町第２　１０１　 飲食店 ZN-0002-6996

御料理 UMEMURA 平塚市 代官町９－８　　 飲食店 ZN-0001-2382

炭火焼肉味楽苑 平塚市 中原１－２１－１９ 飲食店 JS-0000-3602

平塚共済レストランビアンモール 平塚市 追分９－１１ 飲食店 JS-0005-3121

ステーキの王様平塚店 平塚市 田村１－８－９　しまむらストアー敷地内　 飲食店 ZN-0000-9808

マライカバザール平塚店カフェ 平塚市 田村４－１６－２ 飲食店 JS-0003-7914

マライカバザール平塚店 平塚市 田村４－１６－２ 飲食店 JS-0003-7916

磯っぺ 平塚市 唐ヶ原５４－２　　 飲食店 ZN-0000-9712

お好み焼きもんじゃ焼きくるり 平塚市 八重咲町２２－２２　　 飲食店 PK-0000-3687

幸の羽 平塚市 八重咲町２４－３４　藤和シティホームズ平塚八重咲１Ｆ 飲食店 JS-0001-0981

ASIAN DINING MALATI 平塚市 八重咲町２５－２７ 飲食店 JS-0002-8026

にっぽん料理野々菜 平塚市 八重咲町２５－２７　 飲食店 SL-2000-6411

ビアホールレストランブロイハウス 平塚市 八重咲町３－３３　グレンハウス２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2938

Littlenest 平塚市 撫子原７－２９　ヴィラナデシコ１０１　 飲食店 PK-0000-1903

旨味処 章屋 平塚市 宝町４－７　宝ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3921

Peco Cafe 平塚市 宝町５－２５　２Ｆ 飲食店 JS-0005-6483

東海菜館 平塚市 宝町５－２７　　 飲食店 ZN-0001-0647

バオバブ食堂 平塚市 宝町５－２８　神田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1442

楽楽亭 平塚市 宝町５－５　間宮ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2714

にんにく市場 平塚市 宝町５－５　間宮ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4939

Steak134 平塚本店 平塚市 宝町９－１　１Ｆ 飲食店 JS-0003-9713

一乃家 平塚市 明石町１０－２　ダイヤモンドビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6609

酒処関 平塚市 明石町１２－２　ファーストハイツ１０１ 飲食店 JS-0003-8119

串焼き市場 平塚市 明石町１－３２ 飲食店 JS-0004-7747

Sili’s 平塚市 明石町１４－１３　吉川ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-2306

焼肉 幸乃羽 平塚市 明石町１４－２２ 飲食店 JS-0001-4486

ワイン懐石 安藝 平塚市 明石町１４－２２　１Ｆ 飲食店 JS-0003-3078

旬酒和食芳べえ 平塚市 明石町２１－９　第１鈴木ビル１　　 飲食店 ZN-0001-0499

ひでいち 平塚市 明石町２１－９　第１鈴木ビル１Ｆ－２ 飲食店 JS-0004-9588

シンデレラ 平塚市 明石町２２－１１　BZ セブンビル３０１ 飲食店 JS-0002-4705

Vineria Doppia H″H 平塚市 明石町２２－２１　ムラサワビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0158

酔鳥 平塚市 明石町２３－１７ 飲食店 JS-0004-9899

創作料理彩 平塚市 明石町２３－４　アーバンハイム１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-4984

FreeBirds 平塚市 明石町２７－４　ラシェーナ平塚パークテラス１Ｆ 飲食店 ZN-2000-0940

酒場たきち 平塚市 明石町６－２１　１Ｆ 飲食店 JS-0005-3811

日本料理樹勢 平塚市 明石町７－２　ことぶきビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1986

AcquaFiore 平塚市 夕陽ヶ丘３６－５　　 飲食店 ZN-0003-1248

ブティック MERHOUSE 平塚市 花水台２９－１２　　 ショッピング ZN-2000-1420

（株）伊勢屋 平塚市 宮の前１－２１ ショッピング JS-0002-8025

天龍工芸（株） 平塚市 宮松町１５－１９ ショッピング JS-0002-8239

晴れ着の丸昌平塚店 平塚市 錦町３－１５　　 ショッピング ZN-0001-1344
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平塚みす平仏具店 平塚市 錦町３－２２ ショッピング JS-0001-8627

成田屋 平塚市 見附町２０－９ ショッピング JS-0001-8069

みつけ調剤薬局 平塚市 見附町９－１３　　 ショッピング PK-0000-8772

DressShopPARTYGIRL 平塚市 御殿１－１－４３－１０２ ショッピング JS-0000-5039

広川薬局 平塚市 広川８４６－１　　 ショッピング PK-0000-6097

絹衣 平塚市 紅谷町１０－１　　 ショッピング ZN-0002-9533

aScelta 平塚市 紅谷町１２－２０ ショッピング JS-0000-7685

株式会社　トキワヤ 平塚市 紅谷町１２－２９ ショッピング AD-0000-0857

トキワヤ平塚本店 平塚市 紅谷町１２－２９ ショッピング JS-0003-4579

望月糸店 平塚市 紅谷町３－１０　セレストタワー湘南平塚１０３　 ショッピング ZN-2000-0870

キッズウェアすぷりんぐ 平塚市 紅谷町４－９ ショッピング JS-0002-2884

SOSMART 平塚店 平塚市 紅谷町５－２０ ショッピング JS-0004-2241

トキワヤユーユー本館店 平塚市 紅谷町５－２０　ユーユー本館５Ｆ ショッピング JS-0003-4597

シャンパンベーカリー　桜ヶ丘店 平塚市 桜ヶ丘４－４６　　 ショッピング PK-0000-8956

F℃－ style 平塚市 山下１１０３－１ ショッピング JS-0000-1829

ヘアメイク ファム 平塚市 山下１１０３－１ ショッピング JS-0003-0402

タイヤフェスタ株式会社 湘南平塚店 平塚市 四ノ宮５－１０－２　 ショッピング SL-2000-8357

ガトーリリピュット平塚店 平塚市 四之宮２－１４－５０　　 ショッピング ZN-2000-6363

ワンダーファクトリー 平塚店 平塚市 四之宮２－２１－６１ ショッピング JS-0002-3057

バウワウひらつか 平塚市 松風町１０－１２　稲元屋ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-6461

ガレージ・ワン 平塚市 須賀２７５５　リバーポートマリーナ内 ショッピング JS-0000-0716

あおきフローリスト 平塚市 西八幡３－１－４１ ショッピング JS-0002-5971

KANEOHE STORE 平塚市 袖ヶ浜１７－４７　オオキッドハイツ１０１ ショッピング JS-0000-9524

オディエ 平塚市 代官町１４－１　代官スクエア１０２ ショッピング ZN-0001-1110

湘南制服マルク 平塚市 代官町３３－１　OSC 湘南シティ２Ｆ ショッピング JS-0000-7773

アスリート 平塚市 大神３４５０ ショッピング JS-0000-8077

アプリ薬局平塚中原店 平塚市 中原１－１５－１４　　 ショッピング PK-0000-4876

二木ゴルフ 平塚店 平塚市 田村１－４－３２　 ショッピング AX-2000-0037

湘南 201 薬局平塚店 平塚市 田村５－５－２２　　 ショッピング PK-0000-4529

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 SL-2000-3885

ガーデン倶楽部園芸専門店 平塚市 土屋２４１　　 ショッピング ZN-0001-2123

ドッグフォレスト湘南 平塚市 土屋２４１　木村植物園内　　 ショッピング PK-0000-2036

ゴルフスクエアジャスト 平塚市 土屋９５８ ショッピング JS-0002-5328

Firewire Japan 平塚市 唐ヶ原３３－１ ショッピング JS-0002-0626

SIXMOTOR 平塚市 東真土２－１７－３６　 ショッピング SL-2000-6385

作業服のサムカワ平塚店 平塚市 東中原１－６－３１－１ ショッピング JS-0003-7553

SBC 大谷商会 平塚市 東八幡１－１６－１ ショッピング JS-0002-8411

越地書店 平塚市 南金目８２０－５　　 ショッピング PK-0000-8455

新成堂薬局平塚南原店 平塚市 南原１－２０－９ ショッピング JS-0005-1129

オートキッズ 平塚市 南豊田５４－１ ショッピング JS-0002-5889

コンディトライバッハマン 平塚市 八重咲町２４－２８　　 ショッピング PK-0000-1578

つかさ薬局 平塚市 八重咲町２５－８　平田ビル１Ｆ　　 ショッピング PK-0000-8640

モデュロールハラ 平塚市 八重咲町８－１９ ショッピング JS-0005-4548

モデュロールハラ 平塚市 八重咲町８－１９　 ショッピング SL-2000-4734
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YZAX 平塚駅前店 平塚市 宝町４－１１　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-8057

ラミ 平塚市 宝町６－６ ショッピング JS-0001-5945

レンドルフ　平塚店 平塚市 豊原町２１－２７　　 ショッピング PK-0000-8711

こばり 平塚市 明石町２２－３４ ショッピング JS-0003-7698

東海苑 ［焼肉 東海苑］ 平塚市 明石町２４－２５　　 ショッピング ZN-0002-4025

冒険島 平塚店 平塚市 明石町２４－４　ワシヲビル ショッピング JS-0002-8862

エクリュ 平塚市 明石町５－２２ ショッピング SL-2000-2448

メンズショップ浦川屋 平塚市 明石町９－２　浦川屋ビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-0001-5446

夢工房かしわぎ 平塚市 立野町１７－２２　　 ショッピング ZN-0002-4841

JEF 平塚市 横内２７４０－１　　 サービス PK-0000-7857

Lucon 平塚市 岡崎６１２７－１６　　 サービス ZN-0002-6202

アリスクリーニング河内店 平塚市 河内３５０－１ サービス JS-0005-5749

switch 平塚市 河内５１７－６　ヤマノビル１０１ サービス SL-2000-6670

メディスンショップ平塚北口薬局 平塚市 宮の前２－５　ジグゼ湘南平塚１Ｆ サービス JS-0001-8643

エステ Peach 平塚市 宮松町１－１１　U ビル１０１ サービス SL-2000-1287

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 JS-0003-0373

（有）東保動物病院 平塚市 御殿１－２２－２５ サービス JS-0002-1134

アトレ平塚店 平塚市 紅谷町１－１　平アルファビル４Ｆ　 サービス ZN-2000-6801

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 JS-0004-3728

（株）DLESS 平塚市 紅谷町２－２４　ステーションフロント３Ｆ サービス SL-2000-1125

プレジオ 平塚市 紅谷町８－８　半谷ビル２Ｆ サービス JS-0005-6762

HESTER 平塚市 黒部丘２－２１－２ サービス JS-0002-5150

ドッグノート 平塚市 根坂間２２１－１ サービス JS-0002-6012

あさひ動物病院 平塚市 桜ヶ丘４－４５ サービス JS-0002-6587

ハッピーフェイス 四之宮 平塚市 四之宮２－２０－１ サービス JS-0003-0371

ヘアーメイク プライム 平塚市 四之宮２－２０－１ サービス JS-0003-0372

mishbyPROS： 平塚市 松風町１１－２０　オーシャンスクエア２Ｆ サービス JS-0000-9746

アリスクリーニング真田店 平塚市 真田２－１７－２１ サービス JS-0005-5731

そが動物病院 平塚市 千須谷１２　　 サービス PK-0000-9195

ヘアライヴぷぺ平塚店 平塚市 代官町２１－３　富久和ビル１０３　 サービス PK-0000-4119

Cyan 平塚市 代官町４－１６　ワキタビル１Ａ　 サービス ZN-0001-1171

KCS センター平塚 平塚市 代官町４－１６　ワキタビル２Ｆ サービス SL-2000-8222

C ／ SPICEhair 平塚市 代官町６－１ サービス JS-0001-8231

ヘアメイク リタ 平塚市 中原１－１３－１１ サービス JS-0003-0424

ヘアーサロンあさだ 平塚市 中原１－２５－４ サービス JS-0001-6915

福沢動物病院 平塚市 中原２－２５－２０ サービス JS-0000-4373

アリスクリーニングエスパティオ中原店 平塚市 中原３－１－２３ サービス JS-0005-5729

オニキス平塚中央 平塚市 中原３－１８ サービス JS-0003-8117

ヘアービート 平塚市 中里５３－１１ サービス JS-0003-9687

アリスクリーニングしまむら長持店 平塚市 長持５３８－１ サービス JS-0005-5739

アリスクリーニングしまむら田村店 平塚市 田村１－８－７ サービス JS-0005-5734

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 JS-0005-2530

キラリ薬局 真土店 平塚市 東真土４－９－２８ サービス JS-0000-3401

（有）ミゾロギ自動車商会 平塚市 東八幡５－１１－５ サービス JS-0005-0039
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HAIRCRAFT 平塚市 南金目８７８ サービス JS-0000-7738

アリスクリーニングヨークマート南原店 平塚市 南原１－２４－３９ サービス JS-0005-5754

echelle 平塚市 八重咲町１８－２５　　 サービス ZN-0000-9595

キラリ薬局 八重咲店 平塚市 八重咲町２－５　NY ビル１Ｆ サービス JS-0000-3156

スタイル整体院 平塚市 八重咲町３－１７　ブルーショア湘南２Ｆ サービス JS-0003-2149

gem 平塚市 八重咲町６－２４　理熱ビル１Ｆ サービス JS-0004-2742

東保ホリスティック動物病院 平塚市 平塚４－２４－６ サービス JS-0002-1939

ダイハツ平桜ヶ丘 平塚市 平塚５－２２－２１　　 サービス PK-0000-0329

愛犬の美容室いぬごや 平塚市 平塚５－９－１ サービス JS-0002-8303

夜間救急動物医療センター 平塚市 片岡２１－１ サービス JS-0001-7614

ピースオート湘南平塚店 平塚市 片岡６９８－１　　 サービス PK-0000-0667

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 ZN-0001-0813

フラミューム 平塚市 宝町２－９　ダイヤビル３Ｆ サービス JS-0002-4242

RHair ＆ Make 金目店 平塚市 北金目１－６－１　ヨークタウン２Ｆ サービス JS-0003-7241

美容室 GAO 平塚市 明石町２７－９　香川店舗１Ｆ　　 サービス ZN-0002-9515

Allee 平塚市 明石町６－１３ サービス JS-0003-1685

カットインストリート 平塚市 夕陽ケ丘５５－１６ サービス JS-0005-6782

アリスクリーニングしまむら菫平店 平塚市 菫平１１－１３ サービス JS-0005-5733

サクセス 平塚市 菫平１２－４９ サービス JS-0005-2527

アリスクリーニングマリンロード店 平塚市 菫平１６－３０　ビオラハウス１０３号 サービス JS-0005-5711

カラオケクィーンズ平 店 平塚市 桜ヶ丘４－４５　　 エンターテインメント ZN-0002-6203

くるみ薬局 平塚市 南原１－２５－５　 その他 SL-2001-0857

PALMS 湘南平塚 平塚市 宝町２－９ その他 JS-0005-1949

健光堂薬局 平塚市 万田６８－２　 その他 SL-2001-0858


