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［川崎市幸区／川崎区］

加盟店名 所在地 ジャンル

割烹船勢 川崎市幸区 下平間１３０　　 飲食店 ZN-0001-1839

THESECRETGARDEN 川崎市幸区 下平間１４３　サンシャインハイムＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3340

一龍 川崎市幸区 下平間２０－１０　　 飲食店 ZN-2000-4996

牛繁鹿島田店 川崎市幸区 下平間２０５　エトワールアダチ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0776

Trattoria IL RICCIO 川崎市幸区 下平間２１４－１　フロール川崎下平間２　１０６ 飲食店 SL-2000-9984

魚元本店 川崎市幸区 下平間２５９　　 飲食店 ZN-0002-5541

BarSilan 川崎市幸区 古市場２－６７－７　　 飲食店 ZN-2000-1680

焼肉家燦 川崎市幸区 幸町４－１８　スクエアフォー１８ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3409

日本料理 旬彩 にし家 川崎市幸区 紺屋町５－５　クレールみ幸２０１　 飲食店 ZN-2000-0091

満堂紅 川崎市幸区 鹿島田１－１０－１１　　 飲食店 ZN-0002-9025

CUCINA IL TETTO 川崎市幸区 鹿島田１１３３　　 飲食店 ZN-2000-0116

まぐろ料理まんや 川崎市幸区 鹿島田１－８－４４ 飲食店 JS-0000-5999

七輪焼肉 ふくや 川崎市幸区 鹿島田３－７－２４　ブランドールタケ１Ｆ 飲食店 JS-0002-5097

健康中華庵青蓮新川崎三井ビルディング店 川崎市幸区 鹿島田８９０－１２　新川崎三井ビルディング西－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9782

昭月鮨 川崎市幸区 鹿島田９３８－１３　　 飲食店 ZN-0001-1546

おさしみや魚善 川崎市幸区 小向西町３－１　　 飲食店 ZN-0002-5251

焼肉 冬伯 川崎市幸区 神明町１－４１　　 飲食店 ZN-0001-0238

あしびなー 川崎市幸区 大宮町１３１０　ミューザ川崎１３６ 飲食店 JS-0003-6406

牛たん杉作 川崎市幸区 大宮町１３１０　ミュ－ザ川崎１４１　 飲食店 PK-0000-1321

キナリ 川崎市幸区 大宮町１４　　 飲食店 ZN-0001-2428

ご縁ばる 555 川崎市幸区 大宮町１４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3844

川崎うどん 川崎市幸区 大宮町１４－４　中野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5459

狸小路飯店 川崎市幸区 大宮町５－５　　 飲食店 ZN-0002-1526

月海 川崎市幸区 中幸町１－５２－１　メゾンテルヤ１Ｆ 飲食店 JS-0006-0088

もんちゃん 川崎市幸区 中幸町３－３２　佐伯ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8677

ビストロ＆バル ReEn 川崎市幸区 中幸町３－３２－４　アネックスプラザ５Ｆ 飲食店 SL-2001-0795

中華料理美山飯店 川崎市幸区 中幸町４－４６　アーク２マンション　 飲食店 ZN-0001-2451

マクロビカフェ 川崎市幸区 塚越４－３１４－１　志楽の湯内 飲食店 JS-0000-9630

Saber 川崎市幸区 都町６　美明コーポ１ 飲食店 JS-0001-3072

しょう太の寿司酒場 川崎市幸区 南加瀬２－３６－２５　ツバサビル１０３ 飲食店 JS-0003-6650

ステーキダイニング団扇 川崎市幸区 南加瀬５－１－１　　 飲食店 ZN-2000-3436

居酒屋でんでん 川崎市幸区 南幸町１－２ 飲食店 JS-0005-5924

アルテ 川崎市幸区 南幸町１－４８－１　八木ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0813

ビリーザキット川崎店 川崎市幸区 南幸町１－７　クレストビル　 飲食店 ZN-0001-0313

焼肉牛王 川崎市幸区 南幸町２－４０　　 飲食店 ZN-0001-1279

鹿島田薬局 川崎市幸区 下平間１３１　鹿島田ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-8767

菓子工房ラ・ベルージュ鹿島田駅 川崎市幸区 下平間１３５　　 ショッピング PK-0000-0316

菓子工房ラ・ベルージュ下平間本店 川崎市幸区 下平間４０－２８　　 ショッピング PK-0000-3788

羽田電気商会 川崎市幸区 古市場１－２９ ショッピング JS-0005-6697

こばやし薬局 川崎市幸区 戸手１－９－１７　　 ショッピング PK-0000-8466
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ラブランド 川崎市幸区 幸町４－３６ ショッピング JS-0003-3359

ブティックセリーズ鹿島田店 川崎市幸区 鹿島田１１５４ ショッピング JS-0003-9005

みの武道具 川崎市幸区 小向西町３－７３－３ ショッピング JS-0002-3308

フローリスト・ナオ新川崎店 川崎市幸区 小倉１－１　パークシティ新川崎Ｆ－１１９ ショッピング JS-0004-1563

株式会社首都圏メディカル城南店 川崎市幸区 小倉３－６－２４　オークラビル１Ｆ ショッピング JS-0005-6685

グレンドール川崎店 川崎市幸区 神明町１－１　　 ショッピング ZN-0003-1083

スクールショップアリオン 川崎市幸区 大宮町２－８　イクス川崎ザ・タワー２Ｆ－３　 ショッピング ZN-0001-2465

アルプス薬局 川崎市幸区 大宮町６－４　TM ビル１Ｆ　　 ショッピング PK-0000-0713

カタキリ 川崎市幸区 南加瀬２－３７－１０ ショッピング JS-0001-8713

ジーンズショップ らいと 川崎市幸区 南加瀬４－１５－１５　 ショッピング SL-2000-2601

LATHRILLS 川崎市幸区 南幸町３－５－３　１Ｆ ショッピング JS-0005-5560

川崎中部カーステーション株式会社 川崎市幸区 矢上１４－７ ショッピング JS-0003-4930

良圧鹿島田店 川崎市幸区 下平間１１２　ナルカワビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-3265

ケイベスト鹿島田中央店 川崎市幸区 下平間１１３ サービス JS-0005-6069

HAIRCALM 鹿島田店 川崎市幸区 下平間１９７　コーポ山治１Ｆ サービス JS-0000-5958

洗い屋本舗下平間店 川崎市幸区 下平間２１３－１ サービス JS-0005-7595

ラブリークリーニング鹿島田店 川崎市幸区 下平間２９９－２ サービス JS-0004-9682

ピュアマインド 川崎店 川崎市幸区 幸町４－３３　長尾ビル２Ｆ サービス JS-0005-9628

ケイベストパークタワー新川崎店 川崎市幸区 鹿島田１－１－５－１０５－１ サービス JS-0005-6055

ケイベスト鹿島田駅前店 川崎市幸区 鹿島田１－１９－１１ サービス JS-0005-6056

エアリーズ動物病院 川崎市幸区 小向西町４－１２５ サービス JS-0005-9899

hairsalonmameko 川崎市幸区 小向仲野町１０－５ サービス JS-0003-9124

ホワイト急便パークシティ新川崎店 川崎市幸区 小倉１－１　パークシティ新川崎Ｆ棟 サービス JS-0005-7106

メンズヘアーサロンジュン 川崎市幸区 小倉４－１６－２２ サービス JS-0002-4434

ミズノカメラ 川崎市幸区 大宮町１３１０　ミューザ川崎２３２　 サービス ZN-0001-1980

ケイベスト川崎西口店 川崎市幸区 大宮町１４ サービス JS-0005-6053

骨揉み本舗 川崎市幸区 中幸町４－５０　金沢ビル４Ｆさくら治療院内 サービス JS-0002-2827

atease 川崎市幸区 南幸町１－２６　　 サービス ZN-2000-0423

10CCgrowve 川崎市幸区 南幸町１－４２－８－１Ｆ サービス JS-0004-2407

テラフィール 川崎市幸区 南幸町２－１４　　 サービス ZN-0001-0668

ラブリークリーニング南幸町店 川崎市幸区 南幸町２－１８－４ サービス JS-0005-2958

ケイベスト尻手駅前店 川崎市幸区 南幸町３－１０９ サービス JS-0005-6187

ホワイト急便 fine 新川崎店 川崎市幸区 北加瀬１－２３－１６　ハイム巴１Ｆ サービス JS-0005-7094

エスケイ薬局コトニアガーデン新川崎店 川崎市幸区 北加瀬２－１１－３ サービス JS-0003-6806

BabylonNextinnovatio 川崎市幸区 柳町８－３　柳町ビル１０３　　 サービス ZN-0002-8078

カラオケ DO でしょう 川崎市幸区 鹿島田１－９－１５　大沢ビル２Ｆ　 エンターテインメント ZN-0002-8090

カラオケドルーク 川崎市幸区 南加瀬２－３０－５ エンターテインメント JS-0004-0009

㈲大村ネームプレート研究所 川崎市幸区 鹿島田３－５－１　ON ビル２Ｆ その他 SL-2000-3132

志楽の湯 川崎市幸区 塚越４－３１４－１ その他 JS-0000-9677

一心 川崎市川崎区 駅前本町１－２　鈴庄ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-9887

blue mist 川崎市川崎区 駅前本町１４－１　DK ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-0900

Ca・etla 川崎市川崎区 駅前本町１４－３　　 飲食店 ZN-0001-1295

龍盛菜館 川崎市川崎区 駅前本町１８－１－１０１　　 飲食店 ZN-0001-2367

上海厨房 川崎市川崎区 駅前本町１８－２　金子ダイヤモントビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9027
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G 川崎市川崎区 駅前本町１９－１７　草創ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2172

市場食堂いさりび川崎店 川崎市川崎区 駅前本町２－１　４Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-9038

川崎 amore 川崎市川崎区 駅前本町２－１　金井ビル２・３Ｆ 飲食店 JS-0003-6085

鶏武蔵 川崎市川崎区 駅前本町２－１　金井ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-8259

熱中酒場夢吉 川崎市川崎区 駅前本町２－１１　都ビル地下１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0515

チャオタイ川崎店 川崎市川崎区 駅前本町３－１　NOF 川崎東口ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9583

小尾羊川崎店 川崎市川崎区 駅前本町３－３　ムラタヤビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0194

まるよし 川崎市川崎区 駅前本町４－１２　ムラタヤビルアネックス５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7378

mEatESOLA ＆ ESOLA 川崎 川崎市川崎区 駅前本町４－７　ホリイビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0207

遊食屋縁駅前本町店 川崎市川崎区 駅前本町４－９－１　日吉屋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-8098

どげんや 川崎市川崎区 駅前本町７－４　ロペステーション５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9769

JANA 川崎市川崎区 榎町２－１３　　 飲食店 ZN-2000-1692

わんさか酒場 川崎市川崎区 貝塚１－４－１１　ドミール見村マンション１Ｆ 飲食店 JS-0002-8821

やきとり須田 川崎市川崎区 宮本町２－２０ 飲食店 JS-0000-5854

やよひ鮨 川崎市川崎区 宮本町２－３３　　 飲食店 ZN-0001-1056

台湾家庭料理茶思味 川崎市川崎区 宮本町４－１　　 飲食店 ZN-2000-1909

LOG 川崎市川崎区 宮本町４－１１ 飲食店 JS-0002-7372

とん Q 川崎市川崎区 宮本町５－２　　 飲食店 ZN-0001-2248

四川料理松の樹 川崎市川崎区 宮本町６－１１－１０１　　 飲食店 ZN-0001-0252

鳥げん 川崎市川崎区 京町１－１８－６　　 飲食店 PK-0000-6782

季節料理とすしの店「はる」 川崎市川崎区 京町２－８－４　ブルーウェーブビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1924

とりやでれすけ 川崎市川崎区 境町１１－１９ 飲食店 JS-0004-2264

石臼挽き蕎麦長寿庵 川崎市川崎区 鋼管通１－１７－３　　 飲食店 PK-0000-0649

京急川崎ホルモン肉力屋 川崎市川崎区 砂子１－１－７　ながとやビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-3542

漁師の台所海佐丸 川崎市川崎区 砂子１－２－４　川崎第５ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0754

まるだい 川崎市川崎区 砂子１－４－９　　 飲食店 ZN-0000-9962

九回表 川崎市川崎区 砂子１－５－１４　第２川米ビル１０２　 飲食店 ZN-0002-5061

NOMIDELI 川崎市川崎区 砂子１－７－３　スカイビル砂子１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-7971

LACOLMENA 川崎市川崎区 砂子１－７－３　スカイビル砂子２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2463

料理問屋旬季 川崎市川崎区 砂子１－８－４　　 飲食店 ZN-0001-1054

cubebar 川崎市川崎区 砂子１－９－４　　 飲食店 ZN-0001-0432

牛タン焼き専門店司分店鷹川崎店 川崎市川崎区 砂子２－１０－１　中野ビル１０２　 飲食店 ZN-2000-7273

石窯ピッツァとワインのお店 PEPE ROSSO 川崎市川崎区 砂子２－１０－１０　 飲食店 SL-2000-2083

SHIN 川崎市川崎区 砂子２－１０－１０　川崎市歯科医師会館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1498

焼鳥六鳥 川崎市川崎区 砂子２－１－１２　第１９川崎新川通りビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5538

椿 川崎市川崎区 砂子２－１１－２０　大幸ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2317

大阪焼肉ホルモンふたご川崎店 川崎市川崎区 砂子２－１１－２１　深澤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9847

萬喜 川崎市川崎区 砂子２－２－１　　 飲食店 ZN-0001-1441

CONA 川崎店 川崎市川崎区 砂子２－２－１　佐藤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9692

21 号店川崎ミート川崎 川崎市川崎区 砂子２－２－９　第一園ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0555

22 号店 MAISON’S 川崎市川崎区 砂子２－２－９　第一園ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1204

生鮮魚彩竹房 川崎市川崎区 砂子２－３－１２　第４０東京ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0332

キーウエスト 川崎市川崎区 砂子２－３－１７　協和別館２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1293

かのや 川崎市川崎区 砂子２－４－１９　富永ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0421
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若竹 川崎店 川崎市川崎区 砂子２－４－１９　富永ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7094

観行雲 川崎市川崎区 砂子２－６－４　第 4 ニッセイビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5451

ごう川崎店 川崎市川崎区 砂子２－６－４　第 4 ニッセイビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9628

月あかり夢てらす 川崎市川崎区 砂子２－６－４　第 4 ニッセイビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9018

月あかり夢てらす 5F 川崎市川崎区 砂子２－６－４　第 4 ニッセイビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-4130

となりのごう川崎店 川崎市川崎区 砂子２－６－５　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0122

CROWBAR 川崎市川崎区 砂子２－６－５　日吉屋砂子ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-0780

闇市肉酒場 川崎市川崎区 砂子２－６－６　テンキミビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-9704

がんこ川崎店 川崎市川崎区 砂子２－６－７　仲見世通り　 飲食店 AX-0000-0289

シーハーズ 仲見世店 川崎市川崎区 砂子２－７－１１　　 飲食店 ZN-0001-1225

泉家 川崎市川崎区 砂子２－７－１３　　 飲食店 ZN-0001-2977

大世界 川崎市川崎区 砂子２－７－５　新和ビル６Ｆ　 飲食店 PK-0000-6787

型無夢荘 川崎市川崎区 砂子２－７－６　　 飲食店 ZN-0000-9982

中華居酒家香蘭 川崎市川崎区 砂子２－８－１４　１Ｆ 飲食店 JS-0000-5613

クルセタ 川崎市川崎区 砂子２－８－２　　 飲食店 ZN-2000-2687

輪倶闇市 川崎 2 号店 川崎市川崎区 砂子２－８－５ 飲食店 JS-0002-6588

FiestaBar ＆ Restaurant 川崎市川崎区 砂子２－８－５ 飲食店 JS-0003-4398

七厘焼肉 くだら家 仲見世店 川崎市川崎区 砂子２－８－５　　 飲食店 ZN-2000-7122

TOYS BAR 川崎市川崎区 砂子２－８－５　仲見世共同ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0244

GATTO．NERO 川崎市川崎区 砂子２－８－５　仲見世共同ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1862

OriginalBARBoar 川崎市川崎区 砂子２－８－５　仲見世協同ビル３Ｆ　 飲食店 PK-0000-4570

熔岩石焼酉鳥 川崎市川崎区 砂子２－８－６　　 飲食店 ZN-0001-1882

鉄板ダイニング Madoy 川崎市川崎区 砂子２－９－１　参鳥居館５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9687

魚浜 川崎店 川崎市川崎区 砂子２－９－１　参鳥居館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-4647

あさひや 川崎市川崎区 砂子２－９－１１　あさひビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0431

焼肉大昌園 川崎駅前店 川崎市川崎区 砂子２－９－２ 飲食店 JS-0002-0497

BarFranc 川崎市川崎区 砂子２－９－２　日吉ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1891

叶え家川崎店 川崎市川崎区 砂子２－９－３　A&R 三鶴ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0803

63 さかずきや・SAKAZUKIYA 川崎 川崎市川崎区 砂子２－９－３　A&R 三鶴ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1795

ダンコル家 川崎市川崎区 桜本２－２－２　安田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5010

マシソヨ 川崎市川崎区 出来野１１－１３　　 飲食店 ZN-2000-6608

希々 川崎市川崎区 小川町１２－１　２Ｆ　　 飲食店 PK-0000-1557

一蔵 川崎市川崎区 小川町１２－６　　 飲食店 ZN-0001-2902

シェフズバル 川崎市川崎区 小川町１３－２０　高木ビル　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0941

逢笑得屋 川崎市川崎区 小川町１３－５　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1999

鉄板居酒屋すずらん 川崎市川崎区 小川町１４－１　仲章ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-0900

食道園 川崎市川崎区 小川町１４－１３　岩本ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-4552

台北飯店 川崎市川崎区 小川町１４－１６　小川町ビル　 飲食店 ZN-0001-2500

小料理・割烹枯淡 川崎市川崎区 小川町１４－２０　　 飲食店 ZN-0002-9229

熟成牛タンしげ吉 川崎市川崎区 小川町１７－１０　浜屋第２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5485

串揚げ処串英 川崎市川崎区 小川町１９－１　コーポ柴１Ｆ 飲食店 JS-0004-3799

福味 川崎市川崎区 小川町２－１１ 飲食店 JS-0000-8998

お箸バー火蔵川崎店 川崎市川崎区 小川町２－１１　イノクマビル４・５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5046

Y’unamano．32 川崎市川崎区 小川町２－１２　川崎グッドビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3680
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お晩菜吉川 川崎市川崎区 小川町２－２７ 飲食店 JS-0004-6753

けむり 川崎市川崎区 小川町３－３ 飲食店 JS-0003-3348

大将軍 川崎市川崎区 小川町５－１７ 飲食店 JS-0003-6561

小料理志乃 川崎市川崎区 小田４－３３－４　藤木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4977

大林山 川崎市川崎区 小田６－２－１１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5555

オアシスインドレストラン 川崎市川崎区 浅田２－１－１６　　 飲食店 ZN-2000-3214

寿司と肴 活はる 川崎市川崎区 大師駅前１－１４－３ 飲食店 JS-0003-2027

Sushi 橋口 川崎市川崎区 大師駅前１－１６－１８　　 飲食店 PK-0000-1242

恵の本 川崎市川崎区 大師本町９－１２ 飲食店 JS-0001-7188

和風居酒屋 髭 川崎市川崎区 大島１－２５－１５ 飲食店 JS-0002-8179

座談 川崎市川崎区 大島３－１５－１８　　 飲食店 ZN-2000-7278

あぶり屋川崎店 川崎市川崎区 池上新町１－１３－８　　 飲食店 ZN-0001-0328

焼肉太陽 川崎市川崎区 池田１－１３－１８　　 飲食店 ZN-0001-2535

八丁畷の名物家 川崎市川崎区 池田１－１４－７ 飲食店 JS-0002-7863

ステーキハウス ブルズ 川崎市川崎区 殿町３－５－１０ 飲食店 JS-0002-8097

晴レル家 川崎市川崎区 渡田１－７－５ 飲食店 JS-0001-8477

イタリアンレストラン ウラヌス 川崎市川崎区 渡田３－２－１５ 飲食店 AL-0000-0257

ことぶき寿司 川崎市川崎区 渡田３－５－６　高山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1816

Crescent 川崎市川崎区 東田町１０－３９　ビラ・アペックス７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3040

美久仁 川崎市川崎区 東田町１０－７ 飲食店 JS-0003-1905

ピビ 川崎市川崎区 東田町１１－２　１Ｆ 飲食店 JS-0001-3600

ムーハウ 川崎市川崎区 東田町１１－２　ジョイプラザビル１Ｆ 飲食店 ZN-0002-6491

焼肉ジャンジャン 川崎市川崎区 東田町１１－７　　 飲食店 ZN-0001-0586

J 川崎市川崎区 東田町１－８　大山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5439

BarCONAN 川崎市川崎区 東田町１－９　プリムローズ桜新道館１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4326

l’espiegle 川崎市川崎区 東田町２－１　　 飲食店 ZN-0001-2462

満天星 川崎市川崎区 東田町２－４　プリムローズ仲見世館１Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-2033

こけこっこ 川崎市川崎区 東田町２－５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-9078

WOODSTOCK 川崎市川崎区 東田町２－７　仲見世ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2227

仲見世小学校 川崎市川崎区 東田町２－７　仲見世ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9513

CLASSMATE 川崎市川崎区 東田町２－８　第２RT ビル２Ｆ 飲食店 ZN-2000-3528

炙・焼肉ホルモン 川崎市川崎区 東田町２－９　　 飲食店 ZN-0001-1136

炉端焼燦 川崎市川崎区 東田町３－１　YK ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2337

いざかや割烹 平家 川崎市川崎区 東田町３－１　芹沢ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8540

マダン 川崎市川崎区 東田町３－１３　工永ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1162

恋郷館 川崎市川崎区 東田町３－２１　K&M ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1815

ROLLIING STONE 川崎市川崎区 東田町３－２２　　 飲食店 ZN-0001-2553

遊食屋縁仲見世通り店 川崎市川崎区 東田町３－２２　NS プラザ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2375

アッパガーレ 川崎市川崎区 東田町３－２３　M ２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-4077

タイレストラン サバイ・タイ・タイ 川崎市川崎区 東田町３－４　タカギビル１２　４Ｆ 飲食店 SL-2000-3498

スタミナ苑 川崎市川崎区 東田町３－８　　 飲食店 ZN-0002-6851

イタリア料理 モナリザン 川崎市川崎区 東田町４－１０　　 飲食店 ZN-0000-9697

もつ焼肉刺し彩 川崎市川崎区 東田町４－１０　栗原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5385

びんがた 川崎市川崎区 東田町４－１３　　 飲食店 PK-0000-0830
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マッチャン 川崎市川崎区 東田町４－１９　WILL 東田１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6202

しながわ 川崎市川崎区 東田町４－２１　石坂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1751

LANDOM 川崎市川崎区 東田町４－２４　守田ビル１０２　 飲食店 ZN-0001-1876

夜会 川崎市川崎区 東田町４－２４　守田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9783

ネイナインドレストラン 川崎市川崎区 東田町４－４　２Ｆ 飲食店 JS-0004-6006

時代屋川崎店 川崎市川崎区 東田町４－５　　 飲食店 ZN-0000-9683

コットンハウス 川崎市川崎区 東田町４－７　川崎第二ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1134

オモニの食卓 川崎市川崎区 東田町５－５　　 飲食店 ZN-2000-7157

ワイン食堂 Sole 川崎市川崎区 東田町５－７　　 飲食店 ZN-0001-1143

満うま 川崎市川崎区 東田町６－１　１Ｆ 飲食店 JS-0005-0935

韓国家庭料理いも 川崎市川崎区 東田町６－２　ミサキベルビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0999

北前鮮魚 宜候 川崎市川崎区 東田町７－３　２Ｆ 飲食店 SL-2000-7898

にぃしょうわしょう 川崎市川崎区 東田町８　パレール川崎１１６ 飲食店 JS-0004-0986

和み酒房げん 川崎市川崎区 東田町８　パレール川崎１Ｆ 飲食店 JS-0000-1372

Bar 縁 川崎市川崎区 東田町９－２　イースト９ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0787

焼肉大昌園 川崎市川崎区 東門前３－１－２ 飲食店 JS-0001-0092

家庭酒場ほっこり 川崎市川崎区 藤崎２－１－８　藤崎イドヤビル１０３ 飲食店 JS-0004-5165

焼肉大成苑 川崎市川崎区 藤崎４－４－８　井上ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2356

大林山 川崎市川崎区 南町２０－３　川崎ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5562

築地すし 川崎市川崎区 日進町１－１　川崎日航ホテルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-9736

築地おつぼ川崎店 川崎市川崎区 日進町１－１　川崎日航ホテルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-0019

福盈門 川崎日航ホテル店 川崎市川崎区 日進町１－１　川崎日航ホテルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-9019

Kuon －久遠－ 川崎市川崎区 日進町１８－９　大成屋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6496

焼肉西の屋 川崎市川崎区 浜町４－１７－２４　　 飲食店 ZN-0000-9745

一の酉 川崎市川崎区 富士見２－４－１９　　 飲食店 PK-0000-0805

上七軒 川崎市川崎区 本町１－７－２　衣笠ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2144

ヤスダヤ 川崎市川崎区 駅前本町４－８　２Ｆ ショッピング JS-0000-5083

フルコンプ川崎店 川崎市川崎区 駅前本町５－３　KOWA 川崎駅前ビル６Ｆ ショッピング JS-0000-5652

Happy 川崎店 川崎市川崎区 塩浜１－７－１１ ショッピング JS-0002-2185

小美屋足袋店 川崎市川崎区 貝塚２－１－２ ショッピング JS-0003-6138

フレンズ書店川崎第一京浜店 川崎市川崎区 宮本町８－１４　　 ショッピング ZN-0001-2625

洋菓子シブヤ 川崎市川崎区 境町３－４　　 ショッピング PK-0000-5562

大栄建材 川崎市川崎区 江川１－５－１１ ショッピング JS-0002-7180

斉藤自転車店 川崎市川崎区 鋼管通１－１８－１ ショッピング JS-0005-1935

日本鋼管 1F 病院売店 川崎市川崎区 鋼管通１－２－１ ショッピング JS-0005-3605

田辺薬局鋼管通り店 川崎市川崎区 鋼管通１－４－２１ ショッピング JS-0004-7285

かわさき書店 川崎市川崎区 砂子１－８－６　長谷川ビル２Ｆ ショッピング JS-0001-1587

マジックプライス 川崎店 川崎市川崎区 砂子１－９－２ ショッピング JS-0003-9523

NEWJOKE 川崎市川崎区 砂子１－９－２　２Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-8051

株式会社タイヤショップＭＡＲＵＳＥＮ 川崎市川崎区 四谷下町２－７ ショッピング JS-0000-0631

ホビーステーション 川崎店 川崎市川崎区 小川町２－７　アイビータワー６Ｆ ショッピング JS-0003-2290

釣り助 川崎市川崎区 小川町８－１　ハイムタジマ１Ｆ ショッピング SL-2000-9444

シマヤ釣具 川崎本店 川崎市川崎区 台町１３－１２ ショッピング JS-0002-3322

田辺薬局川崎大島店 川崎市川崎区 大島５－１０－６　岩崎ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-7520
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モードサロン ニース 川崎市川崎区 大島上町１８－２ ショッピング JS-0002-4343

ワークショップナックル 川崎池田店 川崎市川崎区 池田１－２－２２　 ショッピング SL-2001-1935

こばやし薬局　池田店 川崎市川崎区 池田２－５－２０　　 ショッピング PK-0000-8476

関東カメラ 川崎市川崎区 渡田１－１－２３　サンクレール２０１ ショッピング JS-0002-6845

ツーバイフォーカナガワ 川崎市川崎区 渡田向町２９－７　　 ショッピング ZN-2000-2071

dogsaloncoona 川崎市川崎区 渡田新町２－５－３　１Ｆ ショッピング JS-0003-7267

レザー工房雅 川崎市川崎区 渡田新町２－７－５　リービル１Ｆ ショッピング SL-2000-4051

ジュエリーパスカル 川崎市川崎区 東田町１０－１　みますビル１Ｆ ショッピング JS-0005-6299

ヒス 川崎市川崎区 東田町１０－２２　ﾛﾘｴﾀﾜｰ川崎１Ｆｱﾌﾛｰﾄｽﾀｼﾞｵ内　 ショッピング PK-0000-1502

花ぐるま 川崎市川崎区 東田町１０－２５　タカノビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-0893

Mille fiore 川崎市川崎区 東田町２－１１　大谷加工川崎大通りビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-0127

こばやし薬局　東門前店 川崎市川崎区 東門前３－３－２　　 ショッピング PK-0000-8469

KASHIYAMA 川崎市川崎区 日進町１－１１　川崎ルフロン３Ｆ ショッピング JS-0005-5220

ガレージスタウト 川崎市川崎区 日進町５０　　 ショッピング ZN-0002-9193

Emerge 川崎店 川崎市川崎区 駅前本町１－１　三協ビル３Ｆ　 サービス ZN-2000-6126

Atria 川崎市川崎区 駅前本町１８－２　金子ダイヤモンドビル７Ｆ　 サービス ZN-0000-9957

amolfas 川崎市川崎区 貝塚１－１－５　ヒロビレッジ１０１ サービス JS-0000-0228

Hairsalon ef 川崎市川崎区 宮本町４－１　ビグリヴ宮本１Ｆ サービス JS-0000-6844

FAiTH 川崎市川崎区 京町１－１１－１２－１０３　 サービス ZN-0002-5768

石田動物病院 川崎市川崎区 鋼管通２－１９－１６ サービス JS-0003-8683

まつげエクステ専門店 SKYLASH 川崎 川崎市川崎区 砂子１－２－１２　ハレーちとせ１０２　 サービス ZN-0001-1525

verde branco 川崎市川崎区 砂子１－７－５　タカシゲビル１Ｆ サービス JS-0004-9204

ツボ・リフレッシュ 川崎市川崎区 砂子１－８－４　アサヒヤビル５Ｆ　 サービス PK-0000-4630

Latitinail 川崎市川崎区 砂子２－１０－７　ルリエ川崎駅前ビル１０１　 サービス ZN-0002-9010

アトリアユナイテッド 川崎市川崎区 砂子２－１１－２０　加瀬ビル１３３　３Ｆ　 サービス ZN-0001-0086

ヘアサロンマイア川崎店 川崎市川崎区 砂子２－１１－２２　信明ビル３Ｆ サービス JS-0000-5247

九龍足道川崎銀柳街店 川崎市川崎区 砂子２－２－８　さかいビル２Ｆ サービス JS-0001-9657

STELLA 川崎市川崎区 砂子２－３－１７　愛泉ビル３Ｆ　 サービス ZN-0001-0108

ヘアーアレンジメントボガスティーズ川崎店 川崎市川崎区 砂子２－５－１３　池上ビル２Ｆ サービス JS-0000-9844

Dh － HAL・Forest 川崎市川崎区 砂子２－５－７　山鉄ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-9478

マハロ 17 ネイルズ川崎店 川崎市川崎区 砂子２－６－５　日吉屋砂子ビル６Ｆ　 サービス ZN-0001-0672

まつげ家 kurun 川崎店 川崎市川崎区 砂子２－８－１　川崎互恵ビルシャンボール川崎砂子５０６　 サービス PK-0000-4438

村田写真館 川崎市川崎区 桜本１－１－１　　 サービス PK-0000-9107

sourire 川崎市川崎区 小川町１２－１３　１Ｆ　　 サービス PK-0000-0696

ヘアーサロンレジーナ 川崎市川崎区 小川町１２－３　武村ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-1235

GANANCIA 川崎店 川崎市川崎区 小川町１３－２０　高木１６ビル２０２ サービス JS-0002-4067

zealhair 川崎市川崎区 小川町１５－９　２Ｆ　　 サービス ZN-0001-0841

健康苑 川崎市川崎区 小川町２－１　美須ビル３Ｆ サービス JS-0002-2613

STUDIO ARC かわさき店 川崎市川崎区 小田栄２－３－１ サービス JS-0001-6445

Babylon 川崎市川崎区 新川通１０－１５　新生ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-2411

プライム薬局 新川通店 川崎市川崎区 新川通１－１２ サービス JS-0004-6230

プライム薬局 川崎店 川崎市川崎区 新川通２－１９ サービス JS-0004-6229

エムエム薬局川崎大師駅前店 川崎市川崎区 大師駅前１－６－１７ サービス JS-0004-5395

hair ＆ estheMejika 川崎市川崎区 大師町４－１７ サービス JS-0001-6073
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エルムペットクリニック 川崎市川崎区 大島３－２７－１　ハイツ野田１Ｆ サービス JS-0004-3955

ビューティーサロンジュピター 川崎市川崎区 大島上町１－２　MY ビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-6435

株式会社スズキオート川崎 川崎市川崎区 池上新町１－３－５ サービス JS-0001-7113

ライフ動物病院 川崎市川崎区 池田１－１０－１ サービス JS-0006-0030

ホワイト急便八丁畷店 川崎市川崎区 池田１－１５－６ サービス JS-0005-7095

川崎営業所 川崎市川崎区 池田２－４－６ サービス JS-0002-4387

ホワイト急便 feel 新川通り店 川崎市川崎区 渡田１－１－１ サービス JS-0005-7096

わたりだ動物病院 川崎市川崎区 渡田１－２－１５ サービス JS-0003-6435

Rebour 川崎市川崎区 東田町６－１　コシバビル２Ｆ サービス JS-0003-9356

ケイベストパレールエイト店 川崎市川崎区 東田町８　１Ｆ サービス JS-0005-6068

株式会社六郷タイヤ川崎 川崎市川崎区 藤崎３－７－９ サービス JS-0003-7838

Sou － ihairTanobe 川崎市川崎区 藤崎４－１２－４　T-terrace １０２ サービス JS-0000-6962

サロンドエル美容室 川崎市川崎区 日進町１１－７ サービス AL-0000-0258

キュアキュア 川崎市川崎区 日進町１７－２－１０１　 サービス SL-2000-3589

TONKUN 川崎店 川崎市川崎区 本町１－８－２　トラストビル１Ｆ サービス JS-0003-7180

Guarendo 川崎店 川崎市川崎区 本町１－９－８　パステルコート１Ｆ　 サービス ZN-0001-1333

impress ～ hair ～ 川崎市川崎区 本町２－８－１６　シャトー山城１０１ サービス JS-0001-4300

カラオケマック川崎仲見世通り店 川崎市川崎区 砂子２－６－８　YK －９ビル４Ｆ　 エンターテインメント ZN-2000-5177

リカーショップ京町セソール 川崎市川崎区 京町２－２４－２ その他 SL-2000-4159

アーバンライフ 川崎市川崎区 出来野５－１　 その他 SL-2000-7350

わんちゃんねこちゃんランド 川崎市川崎区 小川町１７－１６　ハイツ小川町１０１ その他 JS-0002-4967

ミドリ薬局 川崎市川崎区 新川通１１－１５　 その他 SL-2001-0482

パートワン川崎大師店 川崎市川崎区 中瀬３－２０－２０　ホームズ川崎大師２Ｆ その他 JS-0000-1645

ワーカーズショップ ハジメ 川崎市川崎区 浜町３－１－９　 その他 SL-2000-1777


