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和食処つきやま 鎌倉市 稲村ガ崎１－１２－１０　　 飲食店 PK-0000-0432

MAIN 鎌倉市 稲村ガ崎１－１６－１３　　 飲食店 ZN-0000-3555

タベルナ ロンディーノ 鎌倉市 稲村ガ崎２－６－１１ 飲食店 JS-0001-5193

坤 鎌倉市 岡本１－２－３５　大船プラザビル１０３ 飲食店 JS-0000-0747

プランデルブ 鎌倉市 梶原３－３２－１１　　 飲食店 ZN-2000-5344

極楽とんぼ 鎌倉市 極楽寺１－３－１ 飲食店 JS-0002-7915

ワンダーキッチン 鎌倉市 御成町１０－１５ 飲食店 JS-0000-9321

レストラン レネ 鎌倉市 御成町１０－４　ラ・プラス美越１Ｆ 飲食店 JS-0002-0338

仲の坂 鎌倉市 御成町１１－３７　　 飲食店 ZN-0001-0686

AIX 鎌倉市 御成町１３－４０　加藤ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-3867

GARDENHOUSE 鎌倉市 御成町１５－４６ 飲食店 JS-0000-9472

ビストロオランジュ 鎌倉市 御成町２－１３　　 飲食店 ZN-2000-2189

御成町 石川 鎌倉市 御成町２－２ 飲食店 JS-0001-1830

肉の石川鎌倉本店 鎌倉市 御成町２－２ 飲食店 JS-0001-1831

かきや本館 鎌倉市 腰越３－７－２４　 飲食店 SL-2000-6279

フェアリーテイル 鎌倉市 佐助１－１７－１２　　 飲食店 PK-0000-3973

レストラン ワタベ 鎌倉市 坂ノ下１－１ 飲食店 JS-0002-4665

ル・マルカッサン ドール 鎌倉市 山ノ内１７９－４ 飲食店 JS-0005-1706

航 北鎌倉 鎌倉市 山ノ内８５６－５ 飲食店 JS-0003-2801

一休 鎌倉市 山崎１０８７ 飲食店 JS-0005-0113

寿司割烹五條 鎌倉市 七里ガ浜東３－１－３６ 飲食店 JS-0004-8682

焼肉べこいち 鎌倉市 手広１－７－３８ 飲食店 JS-0004-6438

焼肉 羅生門 鎌倉市 手広６－１－５　　 飲食店 ZN-0000-3537

焼肉慶州 鎌倉市 小袋谷２－１４－３　　 飲食店 ZN-0001-0950

寿司眞 鎌倉市 小町１－７－８　TAK 鎌倉ビル１Ｃ 飲食店 JS-0003-8014

魚料理と酒まちの 鎌倉市 小町１－７－８　TAK 鎌倉ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2384

ジャズクラブダフネ 鎌倉市 小町２－１０－１０　３Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0888

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 SL-2001-0031

喜久寿司 鎌倉市 小町２－１０－２　松倉ビル　　 飲食店 ZN-0001-1808

ミルクホール 鎌倉市 小町２－３－８　 飲食店 SL-2000-4166

BRUNCHKITCHEN 鎌倉 鎌倉市 小町２－６－２８　　 飲食店 ZN-0000-3590

二楽荘 鎌倉市 小町２－７－２　　 飲食店 ZN-0001-2304

源屋 鎌倉市 小町２－７－２８　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1164

八倉 鎌倉市 小町２－７－２８　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9657

新荘園鎌倉店 鎌倉市 小町２－７－３２　小町共同ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-5533

レグリーズ鎌倉 鎌倉市 小町２－８－２３　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5792

潮風料理舵屋 鎌倉市 小町２－８－６　金山ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4581

クルベル・キャン 鎌倉市 小町２－９－１４　植山ビル２０Ｂ　 飲食店 ZN-0001-0136

魚菜佳肴百舌 鎌倉市 浄明寺２－５－３　　 飲食店 PK-0000-2873

青海波 鎌倉市 浄明寺４－２－３１　　 飲食店 ZN-0001-1227

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック
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くるみ 鎌倉市 雪ノ下１－５－３８　　 飲食店 PK-0000-6568

Rans kamakura 鎌倉市 雪ノ下１－５－３８　　 飲食店 ZN-0001-0054

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 JS-0003-9483

RanstheSun ＆ Moon 鎌倉市 雪ノ下１－９－２１　トウセン鎌倉ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3055

てんぷら大石 鎌倉市 雪ノ下１－９－２４　小池ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1047

鮨長右ェ門 鎌倉市 雪ノ下２－５－２６　　 飲食店 ZN-0002-9099

旬菜旬魚さくら 鎌倉市 雪ノ下４－１－７　渡辺ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7799

鎌倉 雪ノ茶屋 鎌倉市 雪ノ下４－２－２３ 飲食店 JS-0003-2245

ラ・ポルタ 鎌倉市 雪ノ下４－３－２０ 飲食店 JS-0000-8970

鎌倉ふくみ 鎌倉市 扇ガ谷１－１－２９　大崎ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5022

ジュアン・レ・パン 鎌倉市 扇ガ谷１－１４－８ 飲食店 JS-0004-2291

Restaurant ＆ BarLOCO’S 鎌倉市 扇ガ谷１－８－１　山口ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2341

イチリンハナレ 鎌倉市 扇ガ谷２－１７－６　　 飲食店 ZN-0000-9592

パティスリー雪乃下 鎌倉市 扇ヶ谷１－８－１　山口ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0000-9686

和来大船店 鎌倉市 大船１－１０－２　MKK １Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0125

Flat カフェアンドバー 鎌倉市 大船１－１０－７ 飲食店 JS-0002-2485

23 蔵の間／ MIYABI 大船店 鎌倉市 大船１－１１－１６　アルエットビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2739

とんかつ専門店花むら 鎌倉市 大船１－１１－１７　　 飲食店 PK-0000-0527

炭屋串兵衛 かくれ家 鎌倉市 大船１－１１－２０　鎌倉石原ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0830

Bartender’s 鎌倉市 大船１－１２－４　大地ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2260

スパイス キッチン パオーン 鎌倉市 大船１－１４－２４　２Ｆ 飲食店 JS-0004-4522

大船苑 鎌倉市 大船１－１７－４　１Ｆ 飲食店 JS-0001-7176

大船肉食堂 BANBANMEAT 鎌倉市 大船１－１７－４　秀和第７ビル２０１　 飲食店 ZN-0002-7938

BarLaLuz 鎌倉市 大船１－１８－１１ 飲食店 JS-0004-3058

日本酒処 嗜 鎌倉市 大船１－１９－５　船和センター１Ｆ 飲食店 SL-2000-3547

魚真 鎌倉市 大船１－１９－６ 飲食店 JS-0005-4751

焼とりとの山 鎌倉市 大船１－２０－１４　三友ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2482

魚バル波間 鎌倉市 大船１－２０－１６　リリ－ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-1269

蒸氣屋大船店 鎌倉市 大船１－２０－１８　ボーイズタウンビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-1597

満月の夜は狼になる 鎌倉市 大船１－２０－２ 飲食店 JS-0004-8689

和ビストロ菜 鎌倉市 大船１－２０－２　河合センター１Ｆ　 飲食店 SL-2000-7816

北斗七星 鎌倉市 大船１－２０－２５　ミクニビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4016

新海本店 鎌倉市 大船１－２０－６　エスポワール６　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1457

清屋酒店 鎌倉市 大船１－２１－２４　白川ビル１Ｆ東側　 飲食店 ZN-0001-2988

季の花 鎌倉市 大船１－２２－１３　　 飲食店 ZN-2000-2348

ショウパブチャレンジ 2 鎌倉市 大船１－２３－１４　富士商会ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2777

湘南の波菜処ぽん三 鎌倉市 大船１－２３－１６　サンワード大船Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-4160

亀松大船店 鎌倉市 大船１－２３－７　第５２東京ビル　 飲食店 ZN-0001-0225

居酒屋清屋芸術館通り店 鎌倉市 大船１－２３－９　万屋第１ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2401

居酒屋いちぜん 鎌倉市 大船１－２４－３５　　 飲食店 ZN-0001-0109

牛繁大船店 鎌倉市 大船１－２５－２３　千里ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5497

四川厨房 鎌倉市 大船１－２５－２３　第９１東京ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-9044

ビアレストランカサドール 鎌倉市 大船１－２５－３６　第２榎本ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-9034

和ダイニング 鴇 鎌倉市 大船１－２５－４ビレッジビル　 飲食店 SL-2000-5173
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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 ZN-0001-0333

大船一丁目やきとん 鎌倉市 大船１－２６－３３　片岡ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2256

STYLECAFE 鎌倉市 大船１－５－４ 飲食店 JS-0000-2041

くげ庵 鎌倉市 大船１－５－５ 飲食店 JS-0003-3761

餃子酒家 鎌倉市 大船１－５－７ 飲食店 JS-0002-6418

やきとり工房大船店 鎌倉市 大船１－８－１６ 飲食店 JS-0005-5208

BAR TENDERS DINING 鎌倉市 大船１－８－２２Ｆ－Ｂ 飲食店 JS-0002-6746

炭屋串兵衛大船店 鎌倉市 大船１－８－４　　 飲食店 ZN-0000-9935

CLUTCH 大船店 鎌倉市 大船１－９－１０　大船イリュウビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-4882

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 SL-2000-6144

西丸漁港 鎌倉市 大船２－６－４２ 飲食店 JS-0005-3798

美くりや 鎌倉市 大町１－１１－８　　 飲食店 ZN-0002-6636

登茂ゑ寿司 鎌倉市 大町２－９－８　　 飲食店 ZN-0002-3371

鎌倉季草庵 鎌倉市 長谷１－１４－１３ 飲食店 JS-0000-4864

カフェ和甘 鎌倉市 長谷１－１５－１３　白朋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-2416

QUEEN 鎌倉市 長谷２－１４－１５ 飲食店 JS-0002-7140

北條 鎌倉市 二階堂１９　　 飲食店 ZN-0002-6211

KOYAMA 鎌倉市 二階堂７２８－２０　 飲食店 SL-2000-3865

LacocinadeGen 鎌倉市 由比ガ浜１－１２－７　　 飲食店 ZN-0001-0454

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 ZN-0001-2657

THE BANK 鎌倉市 由比ガ浜３－１－１ 飲食店 JS-0002-8125

鎌倉 cafe － ANANA 鎌倉市 由比ガ浜４－２－１０　ユービック鎌倉２Ｆ 飲食店 JS-0002-5636

ENOTECARONDINO 鎌倉市 稲村ガ崎３－１－１８ ショッピング JS-0005-3875

ダンデライオン 鎌倉市 稲村ガ崎３－４－１ ショッピング JS-0000-4462

稲村クリーニング 鎌倉市 稲村ガ崎３－４－２　　 ショッピング PK-0000-5934

DOPEANDDRAKKAR 鎌倉市 稲村ガ崎５－３６－５　　 ショッピング ZN-0002-3253

TEAM7 鎌倉山 鎌倉市 鎌倉山３－２１－１９　Ｂ１Ｆ ショッピング JS-0000-9934

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 JS-0002-0182

江ノ電グッズショップ鎌倉 鎌倉市 御成町１－１５　ことのいち内 ショッピング JS-0004-7943

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 JS-0005-2365

輸入商社（株）アムマックスのお店鎌倉店 鎌倉市 御成町１２－８　ノア鎌倉１－７ ショッピング JS-0001-1012

チャハットカマクラ 鎌倉市 御成町１３－３１ ショッピング JS-0005-2667

ガラ・ドゥ 鎌倉市 御成町１５－７ ショッピング JS-0000-7704

［HC］有限会社オーク電気 鎌倉市 御成町２－４ ショッピング JS-0001-8810

DEEPBLUEFICTION 鎌倉市 御成町５－２８ ショッピング JS-0003-5846

鎌倉ロコマート＆ガーデン 鎌倉市 御成町５－２９　小嶋ビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-6287

e．jPlan． 鎌倉市 御成町５－３　蔵屋敷ビル１Ｆ ショッピング ZN-2000-6144

HMT 鎌倉市 御成町５－３５　グランドール鎌倉１０４ ショッピング JS-0002-0871

SoukSoukSouk 鎌倉市 御成町５－４０ ショッピング JS-0000-7836

MIMOZA 鎌倉市 御成町５－４１ ショッピング JS-0004-0094

JENTECO LABO 鎌倉市 御成町５－４１ ショッピング JS-0004-9944

M ＆ M FLOWERS 鎌倉市 御成町５－４２ ショッピング JS-0000-8217

ミキ 鎌倉市 御成町５－４４　　 ショッピング ZN-0001-1917

鎌倉彫金工房 鎌倉市 御成町６－１　 ショッピング SL-2001-0524
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NABI 鎌倉市 御成町７－５ ショッピング JS-0000-4484

お菓子の家 鎌倉小川軒 鎌倉店 鎌倉市 御成町８－１　　 ショッピング ZN-0000-9756

Jenteco 鎌倉市 御成町８－３　ミカドビル１Ａ ショッピング JS-0000-5870

鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院売店 鎌倉市 腰越１－２－１ ショッピング JS-0005-3675

タオルギャラリーナナ 鎌倉市 腰越３－１１－１０ ショッピング SL-2000-7943

夏椿 鎌倉市 佐助２－１３－１５ ショッピング JS-0000-1484

ナカムラ生花 鎌倉市 材木座３－９－３４　 ショッピング SL-2000-6073

ウインドサーフィンジャパン 鎌倉市 材木座６－１４－１１　２Ｆ　　 ショッピング PK-0000-0655

OKUDASTYLESURFING 鎌倉市 材木座６－１４－２ ショッピング JS-0004-9035

Turtoise Main Store 鎌倉市 材木座６－１４－３ ショッピング JS-0003-7375

セブンシーズ 鎌倉市 材木座６－１６－３５　 ショッピング SL-2000-3145

シードッグ材木座店 鎌倉市 材木座６－４－２２ ショッピング JS-0000-5778

POERAVA WINDSURFING 鎌倉市 坂ノ下　１７－１１ ショッピング SL-2000-2803

WETLANDKAMAKURA 鎌倉市 坂ノ下１３－１８　　 ショッピング ZN-0003-1158

蔵屋 鎌倉市 山ノ内１３８５－３ ショッピング JS-0002-5987

北鎌倉古民家ミュージアム 鎌倉市 山ノ内３９２－１ ショッピング JS-0002-2845

TAYLORSTITCH 鎌倉店 鎌倉市 七里ガ浜１－１－１ ショッピング JS-0005-3417

ジャーマンペットハウス鎌倉店 鎌倉市 七里ガ浜１－１－１　WEEKEND HOUSE ALLEY ０２ ショッピング JS-0004-0197

ジリオン七里ヶ浜 鎌倉市 七里ガ浜１－２０－２０ ショッピング JS-0002-2316

Lono 鎌倉市 七里ガ浜１－３－１２　KAMAKURA ３１０ビルＣ　 ショッピング ZN-2000-1148

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 SL-2000-0901

Quiet Village 鎌倉市 七里ガ浜東４－２－１ ショッピング JS-0002-7913

アイビス薬局手広店 鎌倉市 手広３－１４－８　　 ショッピング PK-0000-5534

ペトン鎌倉 鎌倉市 手広４－１－１　　 ショッピング PK-0000-8629

株式会社アートフレーム 鎌倉市 小袋谷１－８－１３ ショッピング JS-0002-8377

FU・KU・YA 鎌倉市 小袋谷２－２１－２１　　 ショッピング ZN-0002-5517

鎌倉小川軒 CIAL 鎌倉店 鎌倉市 小町１－１－１　CIAL 鎌倉１Ｆ　 ショッピング ZN-0000-9652

nui － nui1st． 鎌倉市 小町１－１３－１０ ショッピング JS-0002-3525

さがや呉服店 鎌倉市 小町１－２－１２ ショッピング JS-0003-4664

KAMAKULAX 鎌倉市 小町１－３－４　丸七商店街内　 ショッピング SL-2000-9378

井上蒲鉾店鎌倉駅前店 鎌倉市 小町１－４－４　　 ショッピング ZN-0001-0110

有限会社瑶堂 YOUDO 鎌倉市 小町１－５－１８ ショッピング JS-0001-6751

瑶堂本店 鎌倉市 小町１－５－１８　瑶堂本店ビル３Ｆ ショッピング JS-0000-5756

鎌倉ニュージャーマン駅前本店 鎌倉市 小町１－５－２　鎌倉ニュージャーマンビル１Ｆ ショッピング JS-0005-7264

オリエンタルギャラリー蔵厘 鎌倉市 小町１－５－７　曙ビル２Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-6315

ギャラリーミヤビ 鎌倉市 小町１－５－８　　 ショッピング ZN-0001-1731

Collectionmarket 鎌倉市 小町１－６－１２　ことぶきビル ショッピング JS-0004-2009

ポプリ 鎌倉市 小町１－６－１５　アイザ鎌倉１Ｆ ショッピング JS-0003-0875

きもの せいた 鎌倉市 小町１－７－２ ショッピング JS-0003-0876

鎌倉八座 鎌倉市 小町１－７－３ ショッピング JS-0003-1367

瑶堂ギャラリー店 鎌倉市 小町１－７－９ ショッピング JS-0002-8878

（資）和歌美屋商店 鎌倉市 小町２－１０－１３ ショッピング JS-0002-9291

STAINEDGLASSDANSHAKU 鎌倉市 小町２－１１－１２　　 ショッピング ZN-0002-9185

セイタ プラス 鎌倉市 小町２－１１－１７ ショッピング JS-0003-0874
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オリジナル・ムーン 鎌倉市 小町２－１２－１９　　 ショッピング ZN-0002-9071

ジラソル鎌倉店 鎌倉市 小町２－１２－２３ ショッピング JS-0003-8116

鎌倉てづくり屋 鎌倉市 小町２－１２－２７　鶴ヶ岡会館１Ｆ ショッピング JS-0000-9430

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 JS-0001-0067

アライズ 鎌倉市 小町２－１２－２７　鶴ケ岡会館本館１Ｆ ショッピング JS-0003-1214

しょうび 鎌倉市 小町２－１２－２９　　 ショッピング ZN-2000-7173

二人のアトリエ 鎌倉市 小町２－１２－３３ ショッピング JS-0002-3783

Jewelry Chiku 鎌倉市 小町２－１２－３７　TI ビルⅡ　 ショッピング SL-2000-6829

RENZO ＆ FABIO 小町店 鎌倉市 小町２－１３－１ ショッピング JS-0003-1047

TRUG 小町 鎌倉市 小町２－１３－２ ショッピング JS-0002-4152

LocalBrand 鎌倉本店 鎌倉市 小町２－１４－７　１Ｆ ショッピング JS-0004-1454

鎌倉彫会館 鎌倉市 小町２－１５－１３ ショッピング JS-0005-0874

BRITISH CLOTHIERS 鎌倉市 小町２－１６－２４ ショッピング JS-0001-4970

鎌倉かぐら 鎌倉市 小町２－４－１５　　 ショッピング PK-0000-5201

ASRAN 鎌倉市 小町２－７－２６　　 ショッピング ZN-0002-8122

鎌倉いち 鎌倉市 小町２－７－３０　　 ショッピング ZN-0001-2627

TANAKA の SHIRT 鎌倉市 小町２－８－９ ショッピング JS-0004-3765

マジカルアーマ 鎌倉市 小町２－８－９　２Ｆ　 ショッピング SL-2000-4209

鎌倉サンデーマート 鎌倉市 小町２－８－９－Ａ　　 ショッピング ZN-0001-0982

ギャラリー伸 鎌倉市 小町２－９－３　２Ｆ ショッピング JS-0005-0491

鎌倉山ラスク本店 鎌倉市 小町２－９－６　小町Ｍビル１Ｆ ショッピング JS-0003-0127

鎌倉トキワパン 鎌倉市 植木３５６－２　ハイツＢ１０１ ショッピング SL-2000-3893

Frankie Flower 鎌倉市 西鎌倉１－１－１１ ショッピング JS-0003-3109

アトリエバニラ 鎌倉市 雪ノ下１－１１－２　雪ノ下ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-1635

GroovyNuts 鎌倉店 鎌倉市 雪ノ下１－１２－５ ショッピング JS-0002-8776

ファブリックキャンプ 鎌倉市 雪ノ下１－１６－２３ ショッピング JS-0000-7638

リュミエール鎌倉 鎌倉市 雪ノ下１－４－２９ ショッピング JS-0001-3751

DAY 鎌倉市 雪ノ下１－５－１０　クレフォート雪ノ下１－Ｃ　 ショッピング ZN-2000-0276

チャンズコレクション 鎌倉市 雪ノ下１－５－３１　K フラット１Ｄ ショッピング JS-0004-4288

鎌倉てづくり屋 小町通り店 鎌倉市 雪ノ下１－５－３１　K フラットＢ ショッピング JS-0002-4668

大和家 鎌倉市 雪ノ下１－５－３８ ショッピング JS-0000-7278

あき工房 鎌倉市 雪ノ下１－６－２５ ショッピング JS-0001-2480

箸専門店 和らく 鎌倉市 雪ノ下１－６－２８ ショッピング JS-0001-5392

Piccolo 鎌倉市 雪ノ下１－８－１４　　 ショッピング PK-0000-1611

八万堂 鎌倉市 雪ノ下１－８－３３　　 ショッピング ZN-0002-9362

陶器処加満久良 鎌倉市 雪ノ下１－８－３４　　 ショッピング ZN-0001-2043

スイート ママ 鎌倉市 雪ノ下１－８－３８ ショッピング JS-0002-9694

鎌倉遊ぼ 鎌倉市 雪ノ下１－９－２４　　 ショッピング ZN-0001-2860

アクアストーン鎌倉店 鎌倉市 雪ノ下１－９－２４　小池ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-9101

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 JS-0001-5391

鎌倉聖石 鎌倉市 雪ノ下１－９－２９　シャングリラ鶴岡１Ｆ ショッピング JS-0004-4209

ぎゃらりい おくむら 鎌倉市 雪ノ下２－１２－１１ ショッピング JS-0000-0805

衣食住 MeriHari 鎌倉市 雪ノ下３－１－２７ ショッピング JS-0002-2489

旭屋本店 鎌倉市 雪ノ下３－３－２１　　 ショッピング PK-0000-3655
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ラ・フィーネ 鎌倉市 扇ガ谷１－１３－５５　　 ショッピング ZN-2000-0340

TUZURU 鎌倉市 扇ガ谷１－１－４　　 ショッピング ZN-2000-3338

加美尾花 鎌倉市 扇ガ谷１－１４－３　　 ショッピング ZN-0002-9492

灰汁 鎌倉市 扇ガ谷１－７－７　今小路荘２０２ ショッピング JS-0000-2477

クール・ド・ヴェール 鎌倉市 扇ガ谷１－８－４ ショッピング JS-0000-6259

プランツ鎌倉店 鎌倉市 扇ガ谷１－９－１１　　 ショッピング ZN-0002-3372

ミヤコスポーツ 鎌倉市 台１－３－５ ショッピング JS-0004-1443

APPLE HOUSE 大船店 鎌倉市 大船１－１１－２　　 ショッピング ZN-0001-5458

ピディア 2 鎌倉市 大船１－１１－２　藤橋ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-5305

みらい薬局大船駅前店 鎌倉市 大船１－１２－１７　リオンビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-1842

みらい薬局大船店 鎌倉市 大船１－１３－８　　 ショッピング ZN-0001-0913

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 JS-0003-3217

ヨコハマヤ仲通店 鎌倉市 大船１－２２－２９　　 ショッピング ZN-0001-0619

Patio 鎌倉市 大船１－２３－１６　　 ショッピング ZN-2000-1124

ファッションハウスシャレード 鎌倉市 大船１－２３－１９　秀和第５ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4129

クロロフイル大船美顔教室 鎌倉市 大船１－２３－１９　秀和第５ビル４Ｆ ショッピング JS-0003-9534

パサージュ 鎌倉市 大船１－２４－１９　鶴ヶ岡会館センタービル１Ｆ ショッピング JS-0000-4569

ヨコハマヤ大船笠間口店 鎌倉市 大船１－２６－３３　片岡ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-1505

ヨコハマヤ中央店 鎌倉市 大船１－８－１３　　 ショッピング ZN-0000-9907

phiphitthaphan 鎌倉市 大町１－２－１８ ショッピング JS-0000-9639

ナチュラルサポート 鎌倉市 大町２－１－５　　 ショッピング PK-0000-4611

WA － O’ 鎌倉市 大町２－８－１４　　 ショッピング PK-0000-4889

Viveelmomento 鎌倉市 大町２－８－１４　１Ｆ ショッピング JS-0003-9488

鎌倉彫陽堂 鎌倉市 長谷１－１１－２６ ショッピング JS-0000-5738

ShopTABI － JI 鎌倉・長谷 鎌倉市 長谷１－１４－１９　　 ショッピング ZN-0001-2070

鎌倉てづくり屋 長谷店 鎌倉市 長谷１－１６－２１　新倭人館Ａ ショッピング JS-0001-5462

革工芸オオムラ 鎌倉市 長谷１－２－５　　 ショッピング ZN-2000-2331

大一貿易株式会社 鎌倉市 長谷２－１０－４０　　 ショッピング ZN-0003-1317

フィオーレ 鎌倉市 長谷２－１４－１４　ブース６Ａ ショッピング JS-0000-5608

White Lily 鎌倉市 長谷２－１４－１５　ブース１８ ショッピング JS-0002-7134

KAMAKURA GEOGRAPHIC 鎌倉市 長谷２－１５－１６ ショッピング JS-0004-7834

スキー＆テニスハウスミドス 鎌倉市 長谷２－１－７　日高ビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-0001-2491

JEPUN 鎌倉市 長谷２－１７－１４ ショッピング JS-0002-3335

fruitsdemer 鎌倉市 長谷２－１７－１５　　 ショッピング ZN-0002-7908

BELLURIA 鎌倉店 鎌倉市 長谷２－２０－３２ ショッピング JS-0001-4887

VERDE 鎌倉市 長谷２－５－４０　Live on HASE ２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4010

リュミエール・ドゥ・ベー 鎌倉市 長谷２－７－１１－１０１　　 ショッピング PK-0000-8551

かまくら庵 鎌倉市 長谷３－１２－１７ ショッピング JS-0003-4858

有限会社海光堂 鎌倉市 長谷３－１２－４ ショッピング JS-0002-4005

着まま家 鎌倉市 長谷３－８－１１　　 ショッピング ZN-0002-8074

山海堂商店 鎌倉市 長谷４－２－２６　　 ショッピング ZN-0001-0476

YYossYY 鎌倉市 長谷５－３－５ ショッピング JS-0000-7281

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 JS-0002-6887

湘南記念病院売店 鎌倉市 笛田２－２－６０ ショッピング JS-0005-3680
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アトリエ キカ 鎌倉市 二階堂９１ ショッピング JS-0001-5045

グラススタジオ オーゴ 鎌倉市 二階堂９１ ショッピング JS-0001-5568

アムマックスのお店鎌倉店 鎌倉市 由比ガ浜１－１０－１ ショッピング JS-0005-8769

easterBlue 鎌倉市 由比ガ浜１－１０－１　たまのいビル１Ｆ ショッピング JS-0001-9249

バーンロムサイ鎌倉店 鎌倉市 由比ガ浜１－１０－３ ショッピング JS-0001-1598

ワークスタジオ瑠花 鎌倉市 由比ガ浜１－１－１０ ショッピング JS-0006-0010

ラッキージョン鎌倉 鎌倉市 由比ガ浜１－１－１３　　 ショッピング ZN-0001-1637

井上蒲鉾店本店 鎌倉市 由比ガ浜１－１２－７　　 ショッピング ZN-0002-8048

anemoscope 鎌倉市 由比ガ浜１－１－５　　 ショッピング PK-0000-0591

Kazuyo KoCo 鎌倉 鎌倉市 由比ガ浜１－１－７ ショッピング JS-0002-8024

ヴェール 21 鎌倉 鎌倉市 由比ガ浜１－３－７　　 ショッピング ZN-0002-3248

Dahlia 鎌倉市 由比ガ浜１－９－４ ショッピング JS-0000-5498

緑屋凛 鎌倉市 由比ガ浜１－９－４　金子ビル１Ｆ－Ｂ　 ショッピング ZN-0002-4083

PUALANI KAMAKULA 鎌倉市 由比ガ浜２－１６－１　　 ショッピング ZN-0002-3227

leafy leafy 鎌倉市 由比ガ浜２－２２－２　ファーイースト１０１ ショッピング JS-0001-6339

フレッシュネスバーガー鎌倉由比ガ浜店 鎌倉市 由比ガ浜２－３－２ ショッピング JS-0003-9784

鎌倉ブルースリー 鎌倉市 由比ガ浜２－４－３８ ショッピング JS-0000-6021

MAR 鎌倉市 由比ガ浜２－５－１ ショッピング JS-0000-5492

MACEL〔メーセル〕 鎌倉市 由比ガ浜２－５－２２　　 ショッピング ZN-0002-9386

ARUKAMAK 鎌倉市 由比ガ浜２－６－１７　メゾン由比ヶ浜１０２　 ショッピング ZN-0001-2924

銀屋 鎌倉市 由比ガ浜３－１１－３６　安田コーポ１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1453

アンティキテ・ユー 鎌倉市 由比ガ浜３－１－２７　　 ショッピング ZN-0002-8084

トワイライトタイム 鎌倉市 由比ガ浜３－１－２８　　 ショッピング ZN-0002-4090

ラベンダー 鎌倉市 由比ガ浜３－１－３３　　 ショッピング ZN-0002-6901

Andy’s Store 鎌倉市 由比ガ浜３－１－３４ ショッピング JS-0001-3929

RAVESURF ＆ SPORTS 鎌倉市 由比ガ浜４－９－１ ショッピング JS-0005-6825

ドルチェ美容室 鎌倉市 稲村ガ崎２－７－１２　　 サービス ZN-0003-1342

レモングラス Thai Massage S 鎌倉市 岡本１－１－３　小島ビル３ＦＡ サービス JS-0004-3190

カノン薬局大船観音前店 鎌倉市 岡本２－１－１０　プロシードビル１０２ サービス JS-0001-4569

Dr．ReBody 鎌倉市 御成町１１－４０　２Ｆ サービス JS-0001-8607

かまくら犬と猫の病院 鎌倉市 御成町１２－２８ サービス JS-0000-6308

鎌倉 ハマム 鎌倉市 御成町７－１３　１Ｆ サービス JS-0002-2840

美容室裕 鎌倉市 御成町８－１　金子ビル２０２ サービス JS-0001-0580

なぎさ動物病院 鎌倉市 坂ノ下２４－５－１ サービス JS-0004-0095

Bigotpapa’s 鎌倉市 山ノ内１０５１　　 サービス ZN-0001-3022

ハイナイン 鎌倉市 小袋谷１－６－３１　第２平井ビル２Ｆ サービス JS-0003-9473

美容室マドモアゼルカマクラテン 鎌倉市 小町１－７－１　小町銅ビル３Ｆ　 サービス ZN-0001-2785

写真室 JUN 鎌倉市 小町２－１２－２７　鶴ケ岡会館１Ｆ サービス JS-0004-8710

エース 鎌倉市 小町２－１２－３７　３Ｆ サービス JS-0003-9706

和装小袖 鎌倉市 小町２－７－３１ サービス JS-0004-3376

ドッグサロン アンリー 鎌倉市 常盤３４８－４ サービス JS-0003-9316

ペットハウス アップン 鎌倉市 常盤８９－８　パールコアビル１Ｂ サービス SL-2000-0362

ヘアーサロンフェーベル 鎌倉市 植木２９０ サービス JS-0000-7070

HairSalon － TaKeDa 鎌倉市 西鎌倉３－３－６ サービス SL-2000-9886
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キングダム鎌倉店 鎌倉市 扇ガ谷１－１－１　　 サービス ZN-0000-9802

オレンジ薬局鎌倉店 鎌倉市 扇ガ谷１－８－９　鎌工会館ビル１０８ サービス JS-0000-5980

アリスクリーニング富士見町店 鎌倉市 台３－１１－１８ サービス JS-0005-5726

有限会社プロパーオート 鎌倉市 台５－３－１４　マルモビル１Ｆ サービス JS-0003-9106

Ancheribyflammeum 大船 鎌倉市 大船１－１１－１７　一蝶ビル３Ｆ サービス JS-0005-6932

ル・ジャルダン大船店 鎌倉市 大船１－１１－１８　　 サービス ZN-0001-0052

ユナイトビューティー鎌倉大船店 鎌倉市 大船１－１２－１２　かさはらビル大船２　３Ｆ サービス JS-0002-1251

アクイール 鎌倉市 大船１－１５－４　神奈川ベストホームビル１Ｆ サービス JS-0000-9766

レモングラス 鎌倉市 大船１－１６－６　管野第２ビル２Ｆ サービス JS-0003-9243

アリス薬局 鎌倉市 大船１－２３－２９ サービス JS-0001-3370

PALMHAIR 鎌倉市 大船１－２３－６　南部ビル２Ｆ サービス JS-0001-1600

ティンク大船 鎌倉市 大船１－２４－１９　４Ｆ サービス ZN-0001-0569

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 JS-0000-3034

S，BRAND world wide 鎌倉市 大船１－２４－３５　熊越ビル２Ｆ サービス JS-0001-9352

REMIA 大船 鎌倉市 大船１－２４－３５　熊越ビル５Ｆ　 サービス ZN-2000-6546

アリス薬局弐番館 鎌倉市 大船２－１６－２　湘南ファーストビル１Ｆ サービス JS-0001-2682

アプリ薬局大船店 鎌倉市 大船２－２６－２２ サービス JS-0000-5750

Crew 鎌倉市 大船２－５－４　山立ビル１Ｆ サービス JS-0000-3004

BARBER SHOP BREATH 鎌倉市 大船２－７－７　 サービス SL-2000-0680

etupirka 鎌倉市 大町１－１０－２５　ミツハシビル１Ｆ サービス JS-0001-2170

藤井モータース 鎌倉市 大町５－９－２７　　 サービス PK-0000-8082

フレグランス 鎌倉市 長谷２－１３－１２　　 サービス ZN-0002-7936

frangipani 鎌倉店 鎌倉市 由比ガ浜１－１－３２　サンガーデン鎌倉１Ｆ　 サービス ZN-0001-1288

トムズ動物病院〔鎌倉〕 鎌倉市 由比ガ浜２－１６－１ サービス JS-0001-3645

little shop（鎌倉） 鎌倉市 由比ガ浜２－１６－１ サービス JS-0002-6125

abean’snail 鎌倉市 由比ガ浜３－１－９ サービス JS-0001-1310

アビエンスネイル 鎌倉市 由比ガ浜３－１－９ サービス JS-0005-6278

Kicca 鎌倉市 由比ガ浜４－３－１６－１ サービス JS-0001-2683

ペルシャ絨毯の店 シャーロム 鎌倉市 常盤３６２－４　 その他 SL-2000-6171

AM PIA 大船 鎌倉市 大船１－２４　大船駅前ビル その他 JS-0002-8085

リサイクルブティック ジュリアン 鎌倉市 大船２－１６－４５　１Ｆ　 その他 SL-2000-2609

紅家美術店 鎌倉市 長谷３－１０－３０　 その他 SL-2000-0580

雷神堂 長谷大仏店 鎌倉市 長谷３－７－２１　 その他 SL-2001-0068

有限会社タムタム 鎌倉市 長谷４－２－２３　 その他 SL-2000-0294

KitchenBitte 逗子市 沼間１－１－２３　ショコラ M １Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3298

焼肉イリアチャン 逗子市 沼間３－１－７　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1458

cafebarMeets 逗子市 逗子１－１１－１２　藤和３番館２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3032

串揚げ処わさび 逗子市 逗子１－１１－１２　八木ビル２　２Ｆ 飲食店 JS-0001-4570

せろりや 逗子市 逗子１－１１－６　　 飲食店 ZN-0001-1464

bistro copain 逗子市 逗子１－３－２９　 飲食店 SL-2001-0769

アズイル 逗子市 逗子１－６－４－２Ｆ　　 飲食店 ZN-0003-1436

想～ SOU ～ 逗子市 逗子１－７－３　　 飲食店 ZN-2000-3276

哉吉 逗子市 逗子１－８－３ 飲食店 JS-0001-2110

ラ・ヴェルデ 逗子市 逗子２－１０－３ 飲食店 JS-0004-2839
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RICCO 逗子市 逗子２－６－３１　２Ｆ 飲食店 JS-0004-3457

ARiA 逗子市 逗子２－６－３１　魚佐次ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1418

さかな食堂 逗子市 逗子２－６－３１　魚佐次ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-6010

串ごのみ 逗子市 逗子２－６－３１　魚佐次ビル４Ｆ 飲食店 JS-0001-9837

Zushi　まりん 逗子市 逗子２－６－５　　I.D.I ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-6552

美ワイン処 R 逗子市 逗子５－１－１２　カサハラビルＢ　２Ｆ 飲食店 JS-0003-9324

BlueMoonZushi 逗子市 逗子５－１－１３ 飲食店 JS-0002-8194

ZushiTears 逗子市 逗子５－２－４８　３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5181

BollyWood 逗子市 逗子５－３－４０ 飲食店 JS-0006-0062

maru － bun 逗子市 逗子５－４－２４　　 飲食店 ZN-2000-2413

海浜軒 逗子市 逗子６－２－３　　 飲食店 PK-0000-6732

喰呑処山や 逗子市 逗子７－１－２　　 飲食店 ZN-0002-2728

osteriamichi － kusa 逗子市 逗子７－１－３　 飲食店 SL-2001-0768

鉄板とワイン comichi 逗子市 逗子７－１－６０　ほてい屋ビル２Ｆ 飲食店 SL-2001-0767

焼肉八煌苑 逗子市 逗子７－６－２１　　 飲食店 ZN-0001-0549

アジアンダイニング＆バー サンティ 逗子市 逗子７－６－２９　さくらビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5223

SEA FACTORY 逗子市 久木４－１６－１９ ショッピング JS-0003-2020

株式会社サイドインテリア 逗子市 桜山５－８－２ ショッピング JS-0001-9868

チャハット 逗子市 小坪１－１－１０ ショッピング JS-0005-2391

フライフィールド逗子 逗子市 小坪５－２３－９ ショッピング JS-0001-5252

ココナッツボーイ 逗子市 新宿５－２－３ ショッピング AD-0000-0608

パ・ド・ブーレ逗子店 逗子市 逗子１－１０－１１ ショッピング JS-0000-5257

MOONRabbi 月のうさぎ 逗子市 逗子１－１１－２４　リーク逗子１Ｆ ショッピング JS-0001-0833

逗子ヨコハマヤ 逗子市 逗子１－２－６　　 ショッピング ZN-0001-1942

INEYA 逗子市 逗子１－５－４　 ショッピング SL-2000-2593

有限会社牧田電気 逗子市 逗子１－５－６ ショッピング JS-0005-0980

珠屋株式会社 逗子市 逗子１－５－８ ショッピング JS-0000-7789

やよい化粧品店 逗子市 逗子１－６－２　　 ショッピング ZN-0002-9226

tapa 逗子店 逗子市 逗子１－６－６　　 ショッピング ZN-0001-0945

ひびの 逗子市 逗子２－６－２８　　 ショッピング ZN-2000-0500

学生服の T ＆ Y ヤワタ逗子店 逗子市 逗子４－１－３４　　 ショッピング PK-0000-0203

石乃家逗子支店 逗子市 逗子４－１－７　　 ショッピング PK-0000-0447

ラグーナゼッタ 逗子市 逗子５－１－２４　　 ショッピング ZN-0001-1639

アトリエ R 逗子市 逗子５－３－３２　１Ｆ ショッピング JS-0003-8325

アライ洋装店 逗子市 逗子５－３－３５　　 ショッピング ZN-0002-9309

ととら堂 逗子市 逗子５－３－３９　　 ショッピング ZN-0002-9084

IKAIKA 逗子市 逗子５－９－３５　　 ショッピング ZN-0002-5320

有限会社陰陽洞 逗子市 逗子６－２－５ ショッピング JS-0001-2275

LUCKY RECYCLE MARKET 逗子市 逗子６－５－１　藤和５番館ホワイト＆グレー１Ｆ ショッピング JS-0002-3339

ネシ 逗子市 逗子７－１－５４　菊七ビル　　 ショッピング ZN-0002-7917

はんこ屋さん 21 逗子店 逗子市 逗子７－１－５６ ショッピング JS-0003-3810

MELL’SCREATION 逗子市 逗子７－３－５２　逗子向陽ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-0739

鎌倉ニュージャーマン逗子店 逗子市 逗子７－６－２８ ショッピング JS-0005-7575

美容室　pot 逗子市 桜山４－１４－１　　 サービス PK-0000-8074
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アン・コトン 東逗子店 逗子市 桜山４－６－４ サービス JS-0002-7030

有限会社ヒューマンオート 逗子市 桜山４－８－３ サービス JS-0003-8391

クリーニング太陽 ヨークマート東逗子店 逗子市 桜山６－１５－１４　伊原店輔１０１ サービス JS-0000-8353

有限会社太陽舎本店 逗子市 小坪２－３－２ サービス JS-0000-8370

小坪マリーナ 1 逗子市 小坪４－２７－１２　　 サービス PK-0000-0435

トムズどうぶつ病院 ［逗子本院］ 逗子市 沼間１－２－１６　秋元第１ビル１Ｆ サービス JS-0000-0798

トムズ動物病院〔逗子 1F〕 逗子市 沼間１－５－１０ サービス JS-0001-3646

HaKU hair design 逗子市 沼間１－５－１０　フロントビル１０２ サービス JS-0002-8412

渚マリーナ 逗子市 新宿１－６　　 サービス PK-0000-1683

Bliss 逗子市 逗子１－３－１６ サービス JS-0003-9374

モード・カット 逗子市 逗子１－４－１　菊池ビル２Ｆ サービス JS-0005-0926

Core Body 逗子市 逗子１－６－２７　ピアーズビル２０３ サービス JS-0003-1042

Deizcouches 逗子市 逗子２－１０－８　　 サービス ZN-0001-1068

you’reEmpress 逗子市 逗子５－１１－６　ミハルアート逗子海岸 サービス JS-0000-7554

デラメアグランディール 逗子市 逗子５－３－２８　鈴木屋ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-1024

美容室スターベリー 逗子市 逗子５－７－２ サービス JS-0004-3817

ニーチ 逗子市 逗子７－１－５１　BIG ７　２０５　 サービス PK-0000-8081

シーサイドガレージ R ＆ R 逗子市 池子１－５－４ サービス JS-0004-5820

逗子スポーツクラブ 逗子市 桜山８－１－４１ その他 JS-0003-2936

フィットアネックス ZSC 逗子市 逗子１－２－２２　オークマンションＢ１Ｆ その他 JS-0003-3223


