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加盟店名 所在地 ジャンル

焼肉もつ鍋 GEN 川崎市中原区 下小田中１－３０－２　　 飲食店 ZN-0002-2741

希酒喰肴鈴や 川崎市中原区 下小田中１－６－２　　 飲食店 ZN-0001-1903

BOSCO 川崎市中原区 下沼部１７４７－１－Ｃ　　 飲食店 ZN-0002-3451

NewNAMASTEHimal2 号店 川崎市中原区 下沼部１７５９　　 飲食店 ZN-2000-5297

焼肉慶 川崎市中原区 丸子通１－６３６－１０２　 飲食店 ZN-0001-0116

鉄板焼でんすや 川崎市中原区 丸子通２－６８２　角田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1156

イタリア家庭料理アズーロ 川崎市中原区 今井南町１９－７　フローラル松野　 飲食店 ZN-2000-2784

小杉ホルモン 川崎市中原区 今井南町２１－３０ 飲食店 JS-0004-8183

OSIOSOTTO 川崎市中原区 今井南町２－４３　南町コーポラス１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1673

24Wine ＆ CoffeeStand 川崎市中原区 今井南町３７－１３　サンシャインタイセイ１０１ 飲食店 SL-2000-7840

ちからこぶ 川崎市中原区 今井南町８－４４ 飲食店 JS-0004-8181

Clef 武蔵小杉店 川崎市中原区 市ノ坪１２８－１　PRIMASK 武蔵小杉２Ｆ 飲食店 JS-0002-0440

鳥きん 川崎市中原区 市ノ坪４０　１Ｆ 飲食店 JS-0000-2845

やきとり工房武蔵小杉店 川崎市中原区 小杉町１－４０３　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-5118

居酒屋 小杉 川崎市中原区 小杉町１－４０３　小杉ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-5095

焼肉名菜福寿小杉店 川崎市中原区 小杉町１－４０３　武蔵小杉タワープレイス２Ｆ 飲食店 JS-0004-5917

居食屋 芳ぼう 川崎市中原区 小杉町１－５２５　得祐荘１Ｆ 飲食店 JS-0002-2043

旬彩よし家 川崎市中原区 小杉町１－５２５－１　アピレ小杉１０１　 飲食店 PK-0000-0735

呑みきち 小杉店 川崎市中原区 小杉町１－５２６－１　田中ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0832

TRATTORIAAPPETITO 川崎市中原区 小杉町２－２７６－１　ﾊﾟｰｸｼﾃｨ武蔵小杉ｻﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰｽﾞｲｰｽﾄ 飲食店 ZN-0000-9631

anumbrella 川崎市中原区 小杉町３－１５０１　セントア武蔵小杉７－２０６－Ｂ　 飲食店 ZN-0001-0808

IL VENTO 川崎市中原区 小杉町３－２０－２　アドヴァンス武蔵小杉１Ｆ 飲食店 JS-0000-6615

海鮮問屋浜の玄太丸はなれ 川崎市中原区 小杉町３－２６１　TS 小杉ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0205

海鮮問屋浜の玄太丸 川崎市中原区 小杉町３－４２８　小杉山協ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9896

PEARL 川崎市中原区 小杉町３－４３０　　 飲食店 ZN-0002-4093

寅心屋 川崎市中原区 小杉町３－４３０　伊藤ビル１０５　 飲食店 SL-2000-6402

居酒屋ごらん武蔵小杉店 川崎市中原区 小杉町３－４３０　黒田産業ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-1960

KITCHEN ICHIROU 川崎市中原区 小杉町３－４３２　　 飲食店 ZN-2000-0055

SECONDFLOW 川崎市中原区 小杉町３－４３２　リブラスビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0502

武蔵小杉店すきずき 川崎市中原区 小杉町３－４４２　トゲツビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0071

ビストロテツヤ 川崎市中原区 小杉町３－４４２－１５　　 飲食店 ZN-2000-2017

いさ美寿し 川崎市中原区 上小田中３－２１－１８　　 飲食店 ZN-0001-2313

豚火門 川崎市中原区 上小田中３－２３－２２　原信ビル　 飲食店 ZN-0001-2889

清華楼 川崎市中原区 上小田中６－２１－６　エフビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5096

リコルク 川崎市中原区 上小田中６－２１－６　エフビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9228

牛繁 武蔵中原店 川崎市中原区 上小田中６－２３－７　森ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0663

鶏太 武蔵中原店 川崎市中原区 上小田中６－２４－２ 飲食店 JS-0005-8366

季節料理 おばら 川崎市中原区 上新城２－３－１８ 飲食店 JS-0002-3785

ビストロキュー 川崎市中原区 上新城２－５－１　東ビル 飲食店 JS-0004-1941

九州酒場いっぱし屋 川崎市中原区 上新城２－６－１１　石井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2797
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四季の春 川崎市中原区 上新城２－６－１１　石井ビル２Ｆ 飲食店 ZN-2000-3152

かげん 川崎市中原区 上新城２－６－１７　　 飲食店 ZN-2000-3779

肉汁餃子あじくら 川崎市中原区 上新城２－９－３ 飲食店 JS-0005-6530

鶏笑川崎上平間店 川崎市中原区 上平間１３４０　高橋ハイツ１０１　 飲食店 PK-0000-3610

美好屋 川崎市中原区 上平間１９０　　 飲食店 PK-0000-4682

うなぎ安川 川崎市中原区 新丸子町６４８－７　　 飲食店 ZN-0001-1236

しゅんぱち 川崎市中原区 新丸子町７３４－２　カメリアパレス２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1493

ひげ虎 川崎市中原区 新丸子町７４０　おかのビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7558

雪月花 川崎市中原区 新丸子町７４０　おかのビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2532

ホルモンしろ新丸子店 川崎市中原区 新丸子町７４０　おかのビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1296

Bambu 新丸子店 川崎市中原区 新丸子町７４３　昭和堂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5628

FAT BROS 川崎市中原区 新丸子町７４９－２　日興パレス新丸子１０２ 飲食店 JS-0002-7005

和バル GOH 川崎市中原区 新丸子町７６７　セピアハイム１Ｆ 飲食店 JS-0003-2676

COSUGI 市場 YA － UO － YA 川崎市中原区 新丸子町７６７　セピアハイム２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9135

居酒屋すきずき玄太丸 川崎市中原区 新丸子町７６９－２　サンリュミエ SEIKOH １Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1796

川湘楼 川崎市中原区 新丸子町９１１　ユニーブル小杉　 飲食店 ZN-0002-4146

SHA － LA － LA 41 川崎市中原区 新丸子町９１１　ユニーブル小杉２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5319

わり館 川崎市中原区 新丸子町９１１　壱岐ビル　　 飲食店 ZN-0001-2883

旬彩料理そら 川崎市中原区 新丸子町９１１－２１　　 飲食店 ZN-0001-1275

串焼文福本店 川崎市中原区 新丸子町９１５　　 飲食店 ZN-2000-3945

BAKASOULASIA 川崎市中原区 新丸子町９１５　紫扇マルエスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1398

栄華飯店 川崎市中原区 新丸子町９１５　紫扇マルエスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1444

コープワン 川崎市中原区 新丸子町９１５　紫扇マルエスビル２０２ 飲食店 JS-0001-4664

SCHMATZ 武蔵小杉店 川崎市中原区 新丸子町９６４－３ 飲食店 JS-0005-0686

えんがわ武蔵小杉 川崎市中原区 新丸子町９６４－３ 飲食店 ZN-2000-5704

グッドスプーン武蔵小杉店 川崎市中原区 新丸子町９６４－３　　 飲食店 ZN-2000-5693

ハライッパイ武蔵小杉店 川崎市中原区 新丸子町９６４－３　　 飲食店 ZN-2000-5694

YAKINIKURESTAURANT えい 川崎市中原区 新丸子東１－７８１　新丸子 STM ビル２０２　 飲食店 ZN-0001-0497

Bar ばくだん 川崎市中原区 新丸子東１－８２７　三上ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-2986

サラダ＆キッチンチキ 川崎市中原区 新丸子東１－８３０　　 飲食店 ZN-0001-2995

あぶりや○子 川崎市中原区 新丸子東１－８３１　　 飲食店 ZN-0000-9900

宝珍楼 川崎市中原区 新丸子東１－８３１　　 飲食店 ZN-0001-0844

36 ご飯 川崎市中原区 新丸子東１－８４１　鈴木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1173

HanaCAFE nappa69 川崎市中原区 新丸子東１－９８３－１　 飲食店 SL-2000-3026

たいら 川崎市中原区 新丸子東２－８９７　丸山店舗２０２　 飲食店 ZN-0001-1936

uchida － tei 川崎市中原区 新丸子東２－８９７－３１　 飲食店 ZN-0001-1345

つり魚海ほう 川崎市中原区 新丸子東２－９０７　コーポ四季 飲食店 JS-0000-8215

坊気門 川崎市中原区 新丸子東２－９０７　コーポ四季ＣＤ　 飲食店 ZN-0001-2167

なべ金 川崎市中原区 新丸子東２－９２４　松宮ビル１０２ 飲食店 JS-0004-9587

Roku － shi．武蔵小杉 川崎市中原区 新丸子東２－９２４－４７　シャンティカトウ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-1528

すし処竜生 川崎市中原区 新城１０１３　ヤママビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2554

フィリピンレストラン TWEETY 川崎市中原区 新城１－１０－５　パールハイム新城１０３　 飲食店 ZN-0002-9358

活魚割烹味知 川崎市中原区 新城１－１１－３　天野ビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9411

lamia　fornace 川崎市中原区 新城１－１５－４　　 飲食店 PK-0000-6567
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BAR　SUPPLE 川崎市中原区 新城１－１５－６　ラヴィベ－ル１０２　 飲食店 PK-0000-6723

kitchen HIRO 川崎市中原区 新城２－３－１１ 飲食店 SL-2000-5947

TrattoriaGHI － HEI 川崎市中原区 新城３－１３－１　吉田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1755

田舎家酒房藩次郎 川崎市中原区 新城３－７－４　山田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9440

牛繁 武蔵新城店 川崎市中原区 新城３－８－５　新城ＳＫビル　 飲食店 ZN-0001-1715

すし勘 川崎市中原区 新城４－４－２　　 飲食店 ZN-0002-7989

創作料理ダイニング JJ 川崎市中原区 新城５－１－１４　デュロス新城１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-7061

和福亭 川崎市中原区 新城５－２－１０ 飲食店 JS-0001-4297

戦国寿し 川崎市中原区 新城５－９－８　　 飲食店 ZN-0001-2006

焼肉ジナン 川崎市中原区 中丸子５７１ー１３ 飲食店 SL-2000-4900

ちょんまげ平間店 川崎市中原区 田尻町３０－２　高田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-4017

アラベスク 川崎市中原区 木月１－２７－１８　ローズ　 飲食店 ZN-2000-1688

メキシカンダイニング エルポヨ 川崎市中原区 木月１－２７－１８　ローズガーデンスズキ１Ｆ　 飲食店 ZN-0003-1525

鉄重元住吉店 川崎市中原区 木月１－３０－３１　　 飲食店 ZN-0000-9938

牛仙 by ドラゴンカルビ 川崎市中原区 木月１－３３－２０　　 飲食店 ZN-0001-0189

和乙酒房満 MARU 川崎市中原区 木月１－３５－１９　MS ビル１１　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0426

焼き鳥やなぎさわ 川崎市中原区 木月２－１－７　柳沢ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-1572

鳥作元住吉店 川崎市中原区 木月２－２－３９　　 飲食店 ZN-0001-0340

牛繁 元住吉店 川崎市中原区 木月２－５－１０　MS ビル１７　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1093

ツネキチ 川崎市中原区 木月２－５－１１　　 飲食店 ZN-0002-9013

居酒屋ハイカラしゅのいち 川崎市中原区 木月２－７－１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5645

J ＆ H 川崎市中原区 木月２－７－１　クイーンズリエンダ１Ｆ 飲食店 ZN-0003-1705

炭火串焼きどり 川崎市中原区 木月２－８－２　ウイング元住吉１Ｆ 飲食店 JS-0004-7633

東海飯店 川崎市中原区 木月３－１５－３０　　 飲食店 ZN-2000-4673

オステリアボッカーノ 川崎市中原区 木月３－１７－１６　Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-1805

SoulEggs 川崎市中原区 木月３－６－１８　元住吉コアビル２Ｈ 飲食店 JS-0003-8538

シリスインドネパールレストラン 川崎市中原区 木月３－８－２２　鈴木水産ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-9062

生そば入船 川崎市中原区 木月４－２３－８　　 飲食店 PK-0000-3330

なご美寿し 川崎市中原区 木月４－３１－１０　KS 元住吉１Ｆ 飲食店 JS-0002-4573

花天 元住吉店 川崎市中原区 木月住吉町１２－１ 飲食店 JS-0003-4999

ラ・ルン 川崎市中原区 木月住吉町７－２６　　 飲食店 ZN-0002-4071

LAZIO 川崎市中原区 木月住吉町９－６　ハタノコーポ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2416

薬千壽堂薬局 川崎市中原区 井田中ノ町２－１　　 ショッピング ZN-2000-0941

ブティックセリーズ元住吉店 川崎市中原区 井田中ノ町４－１ ショッピング JS-0003-9003

株式会社 内藤自動車 川崎市中原区 下小田中１－１－３　 ショッピング SL-2000-4893

瀬クリーニング中原店〔店内〕 川崎市中原区 下小田中１－２－３　　 ショッピング PK-0000-2843

瀬クリーニング中原店〔店外〕 川崎市中原区 下小田中１－２－３　　 ショッピング PK-0000-2896

めがねのアイランド 川崎市中原区 下小田中１－２８－１　マルエツ２Ｆ ショッピング JS-0005-4564

カリタ薬局　中原店 川崎市中原区 下小田中１－２８－２０　　 ショッピング PK-0000-8586

川崎グリーンハウス中原店 川崎市中原区 下小田中２－８－２　　 ショッピング PK-0000-3482

株式会社大和スバル自動車 川崎市中原区 下小田中５－６－８ ショッピング JS-0001-0748

つるやクリーニング 川崎市中原区 下沼部１８８６　　 ショッピング PK-0000-7732

瀬クリーニング下新城店〔店内〕 川崎市中原区 下新城２－６－２７　　 ショッピング PK-0000-2493

瀬クリーニング下新城店〔店外〕 川崎市中原区 下新城２－６－２７　　 ショッピング PK-0000-4969
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マインマート丸子店 川崎市中原区 丸子通２－４４７－７ ショッピング JS-0005-6549

NaveL 川崎市中原区 宮内１－１７－１２ ショッピング JS-0001-0770

市ノ坪薬局 川崎市中原区 市ノ坪１６７ ショッピング JS-0000-8254

白鴎電気商会 川崎市中原区 市ノ坪２６ ショッピング JS-0005-3426

ヤマグチ薬局小杉 2 号店 川崎市中原区 市ノ坪２６　コウトビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-4493

泉心庵 川崎市中原区 市ノ坪６６　　 ショッピング ZN-0002-3209

アラセ 川崎市中原区 市ノ坪６６　　 ショッピング ZN-2000-0843

ガリバー武蔵小杉店 川崎市中原区 小杉御殿町２－２８ ショッピング JS-0003-6643

ブティックセリーズ小杉店 川崎市中原区 小杉町１－４０３　武蔵小杉タワープレイス ショッピング JS-0003-9000

はんこ屋さん 21 武蔵小杉店 川崎市中原区 小杉町１－４０３　武蔵小杉タワープレイス１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-1995

アクアビジョン武蔵小杉店 川崎市中原区 小杉町３－１３０１　東急スクエア３Ｆ ショッピング SL-2001-1862

ヤマグチ薬局小杉店 川崎市中原区 小杉町３－２５２　朝日パリオ武蔵小杉１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-4931

メガネのオーサカ 川崎市中原区 小杉町３－２５８－３ ショッピング SL-2000-9380

フジスポーツホンテン 川崎市中原区 小杉町３－２８－３　　 ショッピング ZN-0001-1549

仕立館 川崎市中原区 小杉町３－４－３ ショッピング JS-0000-2654

バリ雑貨のお店 Cocobari 川崎市中原区 上丸子山王町１－８６０－２　榎本ビルＣ棟 ショッピング SL-2000-2407

GHBPFACTORY 川崎市中原区 上小田中３－２１－１８　志村ビル１Ｆ ショッピング AD-0000-0978

CYCLESHOPNAKAHARA 川崎市中原区 上小田中６－１６－８ ショッピング JS-0002-3571

フイッシング中原 川崎市中原区 上小田中６－１６－８ ショッピング JS-0002-3614

オプティカル コイケ 川崎市中原区 上新城２－６－１１　石井ビル ショッピング SL-2000-3787

ワイズクリーニング　平間店 川崎市中原区 上平間１９５３　　 ショッピング PK-0000-8124

アリュール 川崎市中原区 新丸子町７３８－１　泉ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-0420

アクア薬局 新丸子店 川崎市中原区 新丸子町７４０　第二おかのビル１Ｆ ショッピング JS-0005-2215

フローラルグリーン 川崎市中原区 新丸子町７５２－２　　 ショッピング PK-0000-2525

Je me calme 川崎市中原区 新丸子東２－９２６－３４　ドルチェ武蔵小杉１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6752

ひこうせん 川崎市中原区 新城３－１０－１２ ショッピング JS-0005-5100

はら酒店 川崎市中原区 新城３－１－１ ショッピング AL-0000-0244

井出質店 川崎市中原区 新城３－１２－９ ショッピング JS-0001-4523

マジックプライス 新城駅前店 川崎市中原区 新城３－８－１９ ショッピング JS-0003-9524

ブティックセリーズ新城店 川崎市中原区 新城４－１－２ ショッピング JS-0003-8997

ブティックセリーズ平間店 川崎市中原区 田尻町１３ ショッピング JS-0003-9004

ブティックグレイ平間店 川崎市中原区 田尻町１９　　 ショッピング ZN-0002-6879

ビッグプラグ 川崎市中原区 田尻町５８番地 ショッピング JS-0005-3878

BASHOU 川崎市中原区 北谷町８－１－５　　 ショッピング ZN-2000-1238

蜂の家 元住吉店 川崎市中原区 木月１－２４－１３ ショッピング JS-0004-6234

ビアンカ 川崎市中原区 木月１－２６－１９　ソレイユ・ドミ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-8083

メンズショップダンディ 川崎市中原区 木月１－３０－３０　　 ショッピング ZN-2000-2549

GROWER 川崎市中原区 木月１－３２－１１　日生ハイツ１Ｆ ショッピング JS-0004-0717

ミスターワッフル元住吉店 川崎市中原区 木月１－３６－１　元住吉駅　 ショッピング PK-0000-2348

大塚電化サービス 川崎市中原区 木月２－４－１９　グランデ元住吉１Ｆ ショッピング JS-0005-0659

シエル 川崎市中原区 木月２－６－８　岩崎ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-1608

フォトプラザはんこ広場元住吉店 川崎市中原区 木月３－１０－１４ ショッピング JS-0004-0079

［HC］（有）川崎家電 川崎市中原区 木月３－１７－１７ ショッピング JS-0001-9173

オリオン薬局 川崎市中原区 木月３－６－３０－１０６　 ショッピング PK-0000-8571
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理容エンドウ 川崎市中原区 井田２－２８－１５ サービス JS-0001-0829

カーショップ クールランニング 川崎市中原区 井田杉山町４－１６ サービス JS-0002-4037

すみれ薬局 川崎市中原区 井田中ノ町１２－１　サテライトマサミ１Ｆ サービス JS-0002-1273

ラブリークリーニング元住吉店 川崎市中原区 井田中ノ町２６－１０ サービス JS-0004-9678

クローバーマルエツ中原店 川崎市中原区 下小田中１－２８－１　マルエツ２Ｆ サービス JS-0003-1297

KCS センター武蔵中原 川崎市中原区 下小田中２－８－１８　 サービス SL-2000-3531

カイロ鉄庵 川崎市中原区 下沼部１７６０－４　ヴァンヴェール小杉 サービス JS-0005-3833

ホームドライ武蔵小杉店 川崎市中原区 下沼部１８１０－１　シティーハウス武蔵小杉１Ｆ サービス JS-0004-1202

NailFravor 川崎市中原区 丸子通２－４３５－３　F's １０２　 サービス ZN-2000-4956

ヴィータ動物病院 川崎市中原区 宮内２－１１－７　ひだまりビル１０１ サービス JS-0005-6606

リボルト川崎 川崎市中原区 宮内３－８－５ サービス JS-0001-7492

ヘアーサロン イチカ 川崎市中原区 今井南町１９－２ サービス JS-0001-5048

Cloemusashikosugi 川崎市中原区 市ノ坪１２８－１　PRIMASK 武蔵小杉１Ｆ　 サービス ZN-0000-3568

It’s 武蔵小杉店 川崎市中原区 市ノ坪２６　コートビル３Ｆ サービス JS-0003-8294

ケイベスト小杉法政通店 川崎市中原区 市ノ坪７０ サービス JS-0005-6050

Puamelia 川崎市中原区 市ノ坪７０　　 サービス ZN-0002-2811

ベンリー武蔵小杉店 川崎市中原区 小杉御殿町１－８７３－１　 サービス PK-0000-7711

KCS センター武蔵小杉 川崎市中原区 小杉町１－５０９－１　医大前内科クリニック２Ｆ　 サービス SL-2000-4858

nailsalon Chalena 川崎市中原区 小杉町１－５１５　コートコア小杉４Ｆ サービス ZN-0001-1823

アクアネイル武蔵小杉 川崎市中原区 小杉町３－１３０１　東急スクエア３Ｆ サービス SL-2000-7807

のぞみ薬局 川崎市中原区 小杉町３－２４－１　１Ｆ サービス JS-0004-0246

Emerge 武蔵小杉店 川崎市中原区 小杉町３－２５３－１　オーガスタ武蔵小杉１Ｆ　 サービス ZN-0001-1254

アン・コトン 武蔵小杉 1 号店 川崎市中原区 小杉町３－２５８－３　石橋ビル１Ｆ サービス JS-0002-7029

フローラ薬局 武蔵小杉店 川崎市中原区 小杉町３－４３２　OMURA ビル１Ｆ サービス JS-0002-7682

愛着工房 川崎市中原区 小杉町３－４４１　エントピア安藤１Ｆ サービス JS-0002-3587

アクア薬局 川崎市中原区 小杉町３－４４１　伊達ビル１Ｆ サービス JS-0002-2110

洗い屋本舗 むさし小杉店 川崎市中原区 小杉町３－４４１－１ サービス JS-0005-6374

池田動物病院 川崎市中原区 上丸子山王町２－１３２８ サービス JS-0001-6833

アンテナ 川崎市中原区 上丸子八幡町８１２　木村アパート１０３　 サービス ZN-0002-9481

Malaca 川崎市中原区 上新城２－８－２１　プリマヴェーラスギヤマ１０２ サービス JS-0002-7984

Hair Agreaf 川崎市中原区 新丸子町７３６－１　戸川ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-3014

フォルム・アージュ 川崎市中原区 新丸子町７４１　ベルテ KANO １Ｆ　 サービス ZN-0001-0771

ヘアーサロン パルケ 川崎市中原区 新丸子町７４３ サービス JS-0001-9387

シェルジュ新丸子店 川崎市中原区 新丸子町７４４－８　　 サービス ZN-0001-0847

ラブリークリーニング新丸子店 川崎市中原区 新丸子町７５２－５ サービス JS-0004-9680

HAIRCALM 武蔵小杉店 川崎市中原区 新丸子町９２１－１　ホームズムサシコスギ１０１ サービス JS-0000-5975

Tiffaeyelash ＆ nail 武蔵小 川崎市中原区 新丸子東１－７８７－２　D-Field piccola １Ｆ サービス ZN-0000-9992

tec． 川崎市中原区 新丸子東１－８２６　シャトレ KOYO １Ｆ サービス JS-0000-8492

katachi 新丸子店 川崎市中原区 新丸子東１－８２７　Y･M 新丸子２Ｆ　 サービス OT-0000-0218

MILLORLOUNGE 川崎市中原区 新丸子東２－９０７－２２　及川ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-1614

まつげエクステ専門サロン シリーラッシュ武蔵小杉 川崎市中原区 新丸子東２－９２５　アーバンコート２０５ サービス SL-2001-0906

HAIRLOUNGEEGO 川崎市中原区 新城１－１６－１２　　 サービス ZN-0001-1680

KCS センター武蔵新城あいもーる院 川崎市中原区 新城３－９－７　ブランドール新城１０２号 サービス SL-2000-8223

Ann NailS 川崎市中原区 新城５－１０－２　１Ｆ サービス JS-0002-7137
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ラブリークリーニング武蔵新城店 川崎市中原区 新城５－９－２５ サービス JS-0005-2938

ケイベスト平間駅前店 川崎市中原区 田尻町２４ サービス JS-0005-6185

コワフュール・ド・ビオレ 平間店 川崎市中原区 田尻町３３　 サービス SL-2000-4856

LebensFreude 川崎市中原区 木月１－２４－２０　　 サービス ZN-2000-3049

すみれ薬局駅前店 川崎市中原区 木月１－２７－１０ サービス JS-0002-1316

Dr ストレッチ元住吉店 川崎市中原区 木月１－３０－３４ サービス JS-0004-6732

資生堂サロン ドリーム美容室 川崎市中原区 木月２－２５－１　 サービス SL-2000-1154

アイシェルジュ元住吉店 川崎市中原区 木月２－５－１４　KMG ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-3057

ホームドライ元住吉店 川崎市中原区 木月３－１３－３０ サービス JS-0004-1057

SPECCHIO 川崎市中原区 木月祗園町７－１３　メゾン SK １０１ サービス JS-0001-8560

カラオケルームロックス新丸子店 川崎市中原区 新丸子町７６４－４　２Ｆ　　 エンターテインメント ZN-0001-1038

バンガローハウス元住吉店 川崎市中原区 木月２－１７－５　和助ビル３Ｆ その他 JS-0005-0286


