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加盟店名 所在地 ジャンル

我家 川崎市宮前区 宮崎３－１３－３６ 飲食店 JS-0002-9430

たまい茶屋宮前平店 川崎市宮前区 宮前平１－１０－１５　ウィステリアビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6597

魚たま 川崎市宮前区 宮前平１－１０－１７ 飲食店 JS-0004-3307

べこ亭たまプラーザ 川崎市宮前区 犬蔵２－１０－１　　 飲食店 ZN-0000-3516

とんかつ稲鷺沼店 川崎市宮前区 鷺沼１－１１－１　DIK １Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0062

レストランアプローズ 川崎市宮前区 鷺沼３－１３－４５ 飲食店 JS-0003-9123

韓国料理ソウル食堂 川崎市宮前区 鷺沼３－１－３８　TQ ビル２Ｆ 飲食店 ZN-0001-1832

ダイニングバー 36．5℃ 川崎市宮前区 鷺沼３－５－３１　LYNX 鷺沼Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9604

うなぎ　菊水 川崎市宮前区 鷺沼４－２－３　大竹ハウス店舗１　 飲食店 PK-0000-6339

一番碾き蕎麦よしみや 川崎市宮前区 小台１－１９－５　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9763

ステーキ＆シーフードレストラン 舵輪 川崎市宮前区 水沢３－４－２　ラフレ水沢１Ｆ 飲食店 JS-0002-4536

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 ZN-0000-9644

楽食 なすび 川崎市宮前区 潮見台１３－４ 飲食店 JS-0002-6336

レストラングリーンヒル 川崎市宮前区 土橋１－２１－１３ 飲食店 JS-0000-2582

YABIN 鷺沼駅前店 川崎市宮前区 土橋３－２－１０　スカイマンション H･NB ３　 飲食店 ZN-0002-3081

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 SL-2000-9796

らく遊 川崎市宮前区 馬絹４－１８－４９ 飲食店 JS-0005-9758

小粋 川崎市宮前区 平３－１０－１０ 飲食店 JS-0002-5641

鶏炭 川崎市宮前区 野川４１０１－２　　 飲食店 PK-0000-2203

酒彩蕎麦楽　芳寿 川崎市宮前区 野川４１０１－２　青木マンション１０１　 飲食店 PK-0000-6478

魚の店 村木 川崎市宮前区 有馬２－１２－４ 飲食店 JS-0002-7277

ゴルフ家 川崎市宮前区 宮崎１－１－１　井口ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-2809

あんず薬局宮崎台店 川崎市宮前区 宮崎２－１１－５ ショッピング JS-0005-2593

瀬クリーニング宮崎台店〔店外〕 川崎市宮前区 宮崎２－６－１１－Ａ１１０　 ショッピング PK-0000-3106

瀬クリーニング宮崎台店〔店内〕 川崎市宮前区 宮崎２－６－１１－Ａ１１０　 ショッピング PK-0000-4907

ギターシェルター 川崎市宮前区 宮前平１－７－５　プラムフィールド１０５ ショッピング JS-0000-1599

八幡園 川崎市宮前区 宮前平２－１５－８ ショッピング JS-0002-8150

プレミアムアウトレット ACE 川崎市宮前区 犬蔵１－２３－１ ショッピング JS-0003-3312

E － lasty 川崎市宮前区 犬蔵２－２２－１８－１０１　 ショッピング PK-0000-0271

ブティックセリーズ鷺沼店 川崎市宮前区 鷺沼３－３－８　アスリエススポーツクラブ ショッピング JS-0003-9002

ひるた眼鏡店 duenove 川崎市宮前区 鷺沼３－５－７　スクエアワン１Ｆ ショッピング JS-0004-4140

すがや 川崎市宮前区 神木本町５－２－１６　　 ショッピング PK-0000-2200

二木ゴルフ 川崎宮前店 川崎市宮前区 水沢３－３－４　 ショッピング AX-2000-0056

パティスリーノコノコ 川崎市宮前区 菅生２－２３－１　　 ショッピング PK-0000-0910

WAVEFACTORY 川崎市宮前区 菅生３－１－１１ ショッピング JS-0003-8995

アローズ 川崎市宮前区 菅生３－２７－１４　 ショッピング SL-2000-8934

ワンプラスワン D 川崎市宮前区 菅生ヶ丘５－１５　　 ショッピング PK-0000-1631

ワンプラスワン E 川崎市宮前区 菅生ヶ丘５－１５　　 ショッピング PK-0000-2092

ワンプラスワン 川崎市宮前区 菅生ヶ丘５－１５　　 ショッピング PK-0000-3663

ワンプラスワン　B 川崎市宮前区 菅生ヶ丘５－１５　　 ショッピング PK-0000-8195
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ワンプラスワン　C 川崎市宮前区 菅生ヶ丘５－１５　　 ショッピング PK-0000-8196

瑞テクノ株式会社神奈川営業所 川崎市宮前区 東有馬１－９－１０ ショッピング JS-0003-5907

なんぺいの木 川崎市宮前区 南平台３－５　　 ショッピング PK-0000-3829

［HC］有限会社ミヤザキ電気 川崎市宮前区 平１－１－１６ ショッピング JS-0001-8526

田辺薬局宮前平橋店 川崎市宮前区 平１－１－４ ショッピング JS-0004-7521

土田タイヤ商会 川崎市宮前区 平２－２－１３ ショッピング JS-0004-9166

有限会社伸和電機設備 川崎市宮前区 平５－３－１ ショッピング JS-0004-3263

SOLSOFARM 川崎市宮前区 野川３４１４ ショッピング JS-0003-7593

めがね工房よしの 川崎市宮前区 有馬３－２８－２０ ショッピング JS-0001-8769

クスリのシンワ 川崎市宮前区 有馬３－２８－２０　　 ショッピング ZN-0003-1679

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　 ショッピング ZN-0002-3103

ブレスウェットスーツ 川崎市宮前区 有馬５－２２－２５　　 ショッピング PK-0000-2452

明章庵 川崎市宮前区 有馬５－３－１６ ショッピング JS-0000-0962

シロヤクリーニング宮崎台駅前店 川崎市宮前区 宮崎１－９－５ サービス JS-0004-3097

クリーニング WAKO 宮崎台店 川崎市宮前区 宮崎２－２－２４ サービス JS-0004-9667

ケイベスト宮崎台駅前店 川崎市宮前区 宮崎２－８－４２　プルミエール１０２ サービス JS-0005-6067

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 JS-0004-5596

ヘアモードヴェディヤーモ 川崎市宮前区 宮崎３－９－２　ウッドビレッジ１０１　 サービス ZN-2000-5179

シロヤクリーニング宮崎台店 川崎市宮前区 宮崎５－１４－５２ サービス JS-0004-3094

DieuHair 宮前平店 川崎市宮前区 宮前平１－１０－９　　 サービス ZN-0001-0625

Of HAIR 宮前平店 川崎市宮前区 宮前平２－１５－１５　ブリリア宮前平２Ｆ　 サービス OT-0000-0158

クリーニンググッドさぎ沼西店 川崎市宮前区 鷺沼１－１８－１ サービス JS-0005-4187

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 OT-0000-0050

ヘアーサロントニー鷺沼店 川崎市宮前区 鷺沼３－１－７　メゾン久佳２Ｆ サービス JS-0000-2541

クリーニング alawash 店 川崎市宮前区 初山１－２４－１０－４ サービス JS-0004-3073

シロヤクリーニング小台店 川崎市宮前区 小台１－１９－５　東急鷺沼ドエル サービス JS-0004-3096

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 ZN-0001-1734

オートアシスタントサービス 川崎市宮前区 潮見台６－７ サービス JS-0003-9051

ケイベスト宮前平店 川崎市宮前区 土橋１－１３－１５ サービス JS-0005-6054

ヘアーフレスコ 川崎市宮前区 土橋３－３－１　ドゥーエ・アコルテ２Ｆ　 サービス ZN-0002-3994

シロヤクリーニング鷺沼店 川崎市宮前区 土橋３－３－２　カーサ鷺沼１Ｆ サービス JS-0004-3095

グラン動物病院 川崎市宮前区 東有馬３－１９－３－１０１ サービス JS-0000-2720

馬込商会 川崎市宮前区 南平台１－１８ サービス JS-0002-8995

ニコニコレンタカー川崎馬絹店 川崎市宮前区 馬絹１１８８ サービス JS-0001-8759

Flap ー flap 川崎宮前 川崎市宮前区 野川１６－１　フジ上野川店内 サービス JS-0005-6863

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 JS-0004-0400

整体院 soel 川崎市宮前区 有馬５－１－１７　コンフォート鷺沼１Ｆ サービス JS-0003-6187

センチュリーペット 東急宮崎台駅前店 川崎市宮前区 宮崎２－１０－６ その他 JS-0005-2941

コンパス 川崎市高津区 下作延１－３－３　　 飲食店 ZN-0001-2402

えんがわ 川崎市高津区 下作延２－１１－１７　　 飲食店 ZN-0001-0363

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 ZN-0001-2673

串焼のんき 川崎市高津区 下作延２－２－１７　　 飲食店 PK-0000-0190

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 ZN-0001-0144

やむやむ 川崎市高津区 下作延２－４－８　ハーブハイム１Ｆ 飲食店 JS-0000-7153
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BARTRANSPARENT 川崎市高津区 下作延２－５－４３　RA ビル１０２　 飲食店 ZN-2000-0711

KOUYA 川崎市高津区 下作延２－７－２４　カーサマデラ１Ｅ　 飲食店 ZN-0002-5831

YABIN 川崎市高津区 下作延２－７－３　溝口 KD 飲食店 ZN-0001-2267

梶ヶ谷 楽山 川崎市高津区 下作延３－１４－２５ 飲食店 JS-0000-2387

ナガグツ 川崎市高津区 下作延６－２－６　 飲食店 SL-2000-4906

焼肉館悠遊 川崎市高津区 梶ヶ谷３－７－２４ 飲食店 JS-0004-3403

TRATTORIABUBU 川崎市高津区 久地１－９－７　ヴィーブル高津１０１　 飲食店 ZN-0001-1152

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 ZN-2000-5507

7 番メッシ大西 川崎市高津区 久地４－１２－５　和美ビル１０１　 飲食店 ZN-2000-5606

ブリマービアステーション久地 川崎市高津区 久地４－１２－５　和美ビル２０１　 飲食店 ZN-0002-6327

東京まんぷく久地駅前店 川崎市高津区 久地４－１４－３　久地ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-4062

魚貝三昧雛 2 号店 川崎市高津区 久本１－２－２　スキップビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9778

Clef 川崎市高津区 久本１－２－２　スキップビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-1009

佳肴の店梅園 川崎市高津区 久本１－５－２８　コーポ梅園１Ｆ 飲食店 JS-0001-3234

FISHHOUSEMARIOBOCCA 川崎市高津区 久本１－６－１　　 飲食店 ZN-0001-0933

中国酒家長江 溝の口店 川崎市高津区 久本１－７－６　　 飲食店 ZN-0001-2231

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 SL-2000-5891

鯉寿司梶ヶ谷店 川崎市高津区 向ヶ丘１３３－２　　 飲食店 ZN-0001-2195

TAPIRU 川崎市高津区 溝口１－１１－５　TKY ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-3393

フィッシュハウスマリオバルバ 川崎市高津区 溝口１－１－２　溝の口駅前ストア　 飲食店 ZN-0001-0904

食べ酔う屋 菜 川崎市高津区 溝口１－１２－１０　ウエストキャニオンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1449

girlsbarglad 川崎市高津区 溝口１－１２－１０　ウエストキャニオンビル４Ｆ 飲食店 ZN-2000-5765

食べ酔う屋菜 川崎市高津区 溝口１－１２－１０　ウエストキャニオンビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-1003

酒活屋えん 川崎市高津区 溝口１－１２－１０　ウエストキャニオンビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-7106

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 ZN-0001-1046

はぐれ雲 川崎市高津区 溝口１－１２－１５　　 飲食店 ZN-0001-1558

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・Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6558

もつ焼のんき溝の口店 川崎市高津区 溝口１－１－３０　　 飲食店 ZN-0000-9899

鳥焼のんき溝口店 川崎市高津区 溝口１－１－３０　溝の口ブロックス１０６　 飲食店 ZN-2000-7287

屋根裏お台所隠れ家とと炉 川崎市高津区 溝口１－１５－３　末永ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-9524

インド料理シャグン 川崎市高津区 溝口１－１８－１２　　 飲食店 ZN-0001-0910

Italian ＆ Wine Bambu d 川崎市高津区 溝口１－１８－７　サワキビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1656

センチュリーカフェ 川崎市高津区 溝口１－１９－１０　　 飲食店 ZN-0000-9677

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 AX-2000-0136

八海山バル溝ノ口 川崎市高津区 溝口１－８－３　Mizonokuchi ex ６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0997

USHIHACHI 溝の口店 川崎市高津区 溝口２－１２－１０　ステアーズ十字屋１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9708

BistroErgo 川崎市高津区 溝口２－２８－１６　溝の口ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0377

喜月 川崎市高津区 溝口２－２８－１８ 飲食店 JS-0001-8626

T・four 川崎市高津区 溝口２－３－１５　和孝ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2228

魚貝三昧雛溝ノ口 1 号店 川崎市高津区 溝口２－３－３　　 飲食店 ZN-0001-0095

本店すずや 川崎市高津区 溝口２－３－７　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0561

雪寿司 川崎市高津区 溝口２－４－５　　 飲食店 ZN-0001-2348

時代屋溝ノ口店 川崎市高津区 溝口２－７－１６　TK ビル２　 飲食店 ZN-0000-9875

ハレノヒ 川崎市高津区 溝口３－１１－１８　シェルハウス秀里２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3062
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（有）田中屋 川崎市高津区 溝口３－１４－１ 飲食店 JS-0002-8634

鮓はる 川崎市高津区 溝口３－１４－１０　１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-7081

TorattoriaDonCarnemo 川崎市高津区 溝口３－３－１　ロトンダ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1463

異風 川崎市高津区 溝口３－７－１２　ハイツコシミズ１０１　 飲食店 ZN-0002-2965

高津ぶっち屋はなれ 川崎市高津区 溝口４－５－５　山中屋ビル２０２　 飲食店 ZN-2000-3418

和の膳新富 川崎市高津区 溝口４－６－２６　　 飲食店 ZN-0002-3247

居酒屋ぷぅさん 川崎市高津区 新作５－２５－１３　イイダビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-7930

カフェサリー 川崎市高津区 新作６－９－２３　ニューヨークビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0830

炭たけ二子新地 川崎市高津区 諏訪１－１０－５　魚忠ハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9937

魚と酒雛二子新地 川崎市高津区 諏訪１－２－２　秋元ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1705

TURQUOISE 川崎市高津区 諏訪１－３－４　タカイビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3437

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 ZN-0001-1426

豊次朗 川崎市高津区 二子１－１－２３　　 飲食店 ZN-0001-2249

ポットラック 川崎市高津区 二子１－１－８　　 飲食店 ZN-0001-0355

北海寿し 川崎市高津区 二子１－５－３ 飲食店 SL-2000-2094

Idobata 川崎市高津区 二子２－４－６ 飲食店 JS-0003-7614

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１Ｆ 飲食店 SL-2000-3245

磨呑汝 川崎市高津区 二子５－３－１ 飲食店 JS-0005-9447

YABIN 高津店 川崎市高津区 二子５－５－２　　 飲食店 ZN-0002-5993

ぶっち屋 川崎市高津区 二子５－６－８　小出ビル１－１　 飲食店 ZN-0001-1603

FliP FloP 川崎市高津区 二子６－７－１　 飲食店 SL-2001-0091

鮨福原 川崎市高津区 末長２２－１　マルティ２２－１０３　 飲食店 ZN-0001-0230

七五三鮨 川崎市高津区 明津１９４ 飲食店 JS-0005-6607

トナカイ 川崎市高津区 下作延２－３５－１　スペースアメニティ１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1497

川崎整備工場 川崎市高津区 久地１－９－８　　 ショッピング ZN-2000-3477

ARMS 川崎市高津区 久地４－２６－４３ ショッピング JS-0000-3876

香取園芸コテランネ 川崎市高津区 久本１－１６－２１　フィオーレの森内 ショッピング JS-0004-9193

小原仏具店溝ノ口本店 川崎市高津区 久本１－５－９ ショッピング JS-0001-8119

クリスタルハーモニー 川崎市高津区 久本２－８－２２　ﾛｲﾔﾙﾌﾟﾘﾝｽｷﾞｬﾗﾘｰﾌｨｵｰﾚ１０２ ショッピング ZN-2000-1503

マジックプライス 溝口店 川崎市高津区 久本３－２－１０ ショッピング JS-0003-9522

essence 川崎市高津区 溝口１－１－２　溝口駅前ストア１０３　 ショッピング ZN-0002-8019

高津中央病院売店 川崎市高津区 溝口１－１６－７ ショッピング JS-0005-4015

スポーツジムコスモス溝の口店 川崎市高津区 溝口１－２０－８　第２多田ビル３Ｆ ショッピング JS-0001-7608

メガネのフルヤ 溝の口店 川崎市高津区 溝口１－８－１１ ショッピング JS-0002-8034

ブティックセリーズ溝口店 川崎市高津区 溝口１－８－１８ ショッピング JS-0003-9001

岡田屋足袋店 川崎市高津区 溝口２－１０－２０　　 ショッピング ZN-0003-1657

ガレリア 川崎市高津区 溝口２－１－１ ショッピング JS-0003-4653

花工場 溝口店 川崎市高津区 溝口２－２０－６ ショッピング JS-0001-5527

JACKINTHEBOX 川崎市高津区 溝口３－１－１　リバーケープ１Ｆ ショッピング JS-0005-9770

漢方の二葉堂 川崎市高津区 溝口３－１１－１８ ショッピング JS-0004-0312

ベンチマーク 川崎市高津区 溝口５－２３－８ ショッピング JS-0003-6290

高瀬クリーニング子母口店 川崎市高津区 子母口４６８－１０３　　 ショッピング PK-0000-3616

リベラルコーポレーション 川崎市高津区 千年７９２－１　アオキビル２Ｆ ショッピング JS-0005-2005

原生花店本店 川崎市高津区 二子１－３－２　　 ショッピング ZN-0002-6075
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ビーコレクト二子新地店 川崎市高津区 二子１－７－１４　コーポ三田１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-3201

cotocoto 川崎市高津区 二子２－１－５　清水ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-5201

関口商店 川崎市高津区 二子４－４－３　 ショッピング SL-2000-6133

田辺薬局川崎高津店 川崎市高津区 北見方２－１６－１ ショッピング JS-0004-7522

クミコペットサロン 川崎市高津区 末長１－３７－２６ ショッピング JS-0002-8381

田山獣医科病院 川崎市高津区 下作延１－７－１ サービス JS-0000-0552

スタジオ入江 川崎市高津区 下作延２－３ー４０ サービス JS-0005-9006

SputnikHAIRDESIGN 川崎市高津区 下作延２－５－３７　１Ｆ サービス JS-0003-8854

COCORO 川崎市高津区 下作延２－８－５７　エスビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-6194

シロヤクリーニング溝の口店 川崎市高津区 下作延２－９－３３　コーポきじま１Ｆ サービス JS-0004-3098

M8 川崎市高津区 下作延４－１－３　ムーブルワタナベ１Ｆ　 サービス ZN-0002-9365

Atelier Sena 川崎市高津区 下作延４－２７－１０　フォンテ KD １０２ サービス ZN-0002-5769

シロヤクリーニング梶ヶ谷店 川崎市高津区 梶ヶ谷３－１－１５ サービス JS-0004-3075

ケイベスト梶ヶ谷店 川崎市高津区 梶ヶ谷３－６－２２ サービス JS-0005-6052

apple － sango 美容室 川崎市高津区 久地１－９－７　ヴィーグルタカツ１０２ サービス JS-0002-8519

ワールドネットレンタカー川崎営業所 川崎市高津区 久地３－１３－１８ サービス JS-0004-3860

ONDULATiON 川崎市高津区 久本１－４－２３　グランフェリス久本１０１ サービス JS-0004-2083

ROOTS カイロプラクティック 川崎市高津区 久本１－５－１８　フォーゲル１Ｆ サービス JS-0004-9354

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 ZN-2000-6423

ヘアーサロンクジャク 川崎市高津区 久末２４９－５ サービス JS-0003-9424

デリカ溝の口店 川崎市高津区 溝口１－１－１５　中興８ビル１Ｆ サービス SL-2000-9899

milfyone ミルフィーオネ 川崎市高津区 溝口１－１－２３　カスクメゾン２０１ サービス SL-2000-6433

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 OT-0000-0164

esLASH 溝の口店 川崎市高津区 溝口１－１８－１２　アーバイン溝の口４０３　 サービス ZN-0001-1251

an － cie hair design ＋     川崎市高津区 溝口２－１０－３　西川ビル１０２ サービス AD-0000-3805

ヘアーアレンジメントボガスティーズ溝ノ口 川崎市高津区 溝口２－１４－６　シマダヤビル４Ｆ サービス JS-0000-9930

グレートエックス 2 川崎市高津区 溝口２－２６－６　プロプリエテール１Ｆ サービス JS-0005-5886

チャップリン 川崎市高津区 溝口３－１４－８　山内ビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-1555

クリーニングショップ グッド E 川崎市高津区 溝口３－１５－１１ サービス JS-0005-3236

エスペランサ高津店 川崎市高津区 溝口３－１－５７ サービス JS-0004-8833

nanea ～溝の口整体院 川崎市高津区 溝口３－９－３　佐保田ビルＢ１Ｆ サービス JS-0003-3149

溝の口犬猫病院 川崎市高津区 溝口４－１８－３０　桑島ビル１Ｆ サービス AL-0000-0143

LILY 川崎市高津区 溝口６－１５－３　パストラル１０１ サービス JS-0001-7735

田園動物病院 川崎市高津区 子母口３０９ サービス JS-0001-8395

たちばなペットクリニック 川崎市高津区 新作４－３－１７ サービス JS-0000-7025

PATHOS 川崎市高津区 諏訪１－１－３　中村ビル２Ｆ サービス JS-0002-7302

i ふぉん太郎武蔵新城店 川崎市高津区 千年新町１５－１ サービス JS-0004-0772

シロヤクリーニング二子新地店 川崎市高津区 二子１－７－１７　リバーサイドマンション杉崎１０３ サービス JS-0004-3129

クリーニングショップ グッド G 川崎市高津区 二子２－１－２ サービス JS-0005-3247

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 JS-0003-3880

クリーニングショップ グッド D 川崎市高津区 二子４－１－５ サービス JS-0005-3262

ALOOS 川崎市高津区 二子４－３－４　プロキオン・トーマ１－２　 サービス ZN-0002-7975

くらた動物病院 川崎市高津区 二子５－３－６ サービス JS-0000-6796

BSK 川崎市高津区 二子５－４－８ サービス JS-0003-3853
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ハル 川崎市高津区 末長１－２３－２５　坂田ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-7983

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 JS-0003-9707

Nalelu 川崎市高津区 末長１－５１－１３　マルティ２２ビル１０２　 サービス ZN-0001-2050

写真小屋山ちゃん 川崎市高津区 下作延２ー４ー５　鈴木ビル１０２ その他 SL-2001-0324


