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カフェド巴里苑 愛甲郡 愛川町春日台５－５－６　 飲食店 SL-2000-0745

510 水産 愛甲郡 愛川町中津７５６－３ 飲食店 JS-0003-0263

ヤマグチ薬局中津店 愛甲郡 愛川町中津１７１８－１０　 ショッピング ZN-2000-4932

作業服流通センター愛川店 愛甲郡 愛川町中津３５０３－１ ショッピング JS-0001-1396

ヘアーストーリーピュア 愛甲郡 愛川町角田９１４－６　　 サービス ZN-0002-5928

RHair ＆ Make 中津店 愛甲郡 愛川町中津３３９７－１　スーパーマルエツ１Ｆ サービス JS-0003-7243

大谷商店 相模原市中央区 横山４－２３－１５　江上マンション１０３ 飲食店 JS-0005-9843

鉄板焼き居酒屋なかまる 相模原市中央区 横山台２－９－８ 飲食店 JS-0004-9149

寿司ダイニング 旬粋 相模原市中央区 鹿沼台２－１１－１－１０７ 飲食店 JS-0003-2845

高倉町珈琲相模原店 相模原市中央区 鹿沼台２－５－１２　　 飲食店 ZN-0000-9574

ライサファミリーレストラン 相模原市中央区 上溝２２８５－１　　 飲食店 ZN-0001-5428

インド食堂マハトマ 上溝店 相模原市中央区 上溝７－１７－２１ 飲食店 JS-0002-6962

大寿し 相模原市中央区 清新８－２－１７ 飲食店 JS-0001-1916

旬彩や はる 相模原市中央区 千代田２－２－１５　メイプル１９９０ビル１０１ 飲食店 JS-0002-9645

DiningBarNEST 相模原市中央区 千代田２－２－１５　メイプル１９９０ビル１０３　 飲食店 ZN-2000-4426

miu 相模原市中央区 相模原１－２－４　タカトリビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1445

すし福 相模原市中央区 相模原１－２－５　好月堂ビル１０１ 飲食店 JS-0004-5192

すし福 相模原市中央区 相模原１－２－５　好月堂ビル１０１ 飲食店 JS-0006-0054

焼肉明月 相模原 2 号店 相模原市中央区 相模原１－２－７　TN ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9450

BAR RASH 相模原市中央区 相模原１－３－１２ 飲食店 JS-0005-9321

海馬 相模原市中央区 相模原１－３－８　１Ｆ 飲食店 JS-0003-4538

LoversROCK 相模原市中央区 相模原１－３－８　岩本ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0195

デスモ 相模原市中央区 相模原１－３－９　　 飲食店 ZN-0001-2791

ル・レーヴ 相模原市中央区 相模原２－２－１２　田中ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1709

ダイニングバーボンド相模原店 相模原市中央区 相模原２－２－１３　１Ｆ 飲食店 JS-0001-0611

輝 kirari 相模原市中央区 相模原２－２－２０　山田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-9702

焼肉明月 相模原市中央区 相模原２－２－６ 飲食店 JS-0004-2707

串焼き六のすけ〔仮〕 相模原市中央区 相模原２－３－１４　　 飲食店 ZN-0001-1492

酒房 いせき 相模原市中央区 相模原２－３－５　グレースマンション１Ｆ 飲食店 JS-0002-7697

炭火焼肉肉蔵 相模原市中央区 相模原２－４－１２　ローズハイツ相模原１１６ 飲食店 JS-0003-7617

鳥忠 さがみの亭 相模原市中央区 相模原３－１－１６ 飲食店 JS-0003-0092

一心 相模原市中央区 相模原３－４－１８　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0873

粋 相模原店 相模原市中央区 相模原３－８－２５　第３JS ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9591

フィリピンパブおしゃれ 相模原市中央区 相模原３－８－４　ツカサビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3393

寿司儀 相模原市中央区 相模原４－１－２１　 飲食店 SL-2001-0249

桔梗亭 相模原市中央区 相模原４－１－２１　寿司儀ビル１Ａ　 飲食店 ZN-0002-9313

ハイサイキッチン 相模原市中央区 相模原４－１－２１　寿司儀ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2774

DartsCafeAQUA 相模原市中央区 相模原４－１－７　BMC 相模原ビル２０１　 飲食店 ZN-2000-3290

BUZZ 相模原市中央区 相模原４－１－７　大川第一ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-1919

牛たんしゃぶしゃぶなか仲 相模原市中央区 相模原４－５－３　RS 相模原Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-2364
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とことん餃子の朝日屋 相模原市中央区 相模原５－１０－１０　　 飲食店 ZN-0002-3098

鮨処そう 相模原市中央区 相模原６－２３－９　西門エイチエスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0490

ジンギスカン GRILLFukuyoshi 相模原市中央区 相模原６－２４－５　ヤマセビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4688

DiningBarGranpa 相模原市中央区 相模原６－２５－８　MS ソシアルビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8308

とんちゃんハウス 相模原市中央区 相模原６－３－２　朝日ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6877

肉割烹英 相模原市中央区 中央４－５－６　グローバルビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6519

割烹ふく佐屋 相模原市中央区 中央６－１３－５ 飲食店 JS-0000-8382

CHERRY´S 相模原市中央区 田名２２９４－１３　播州電気ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9818

江戸前寿司 まさき 相模原市中央区 田名４０９９－７ 飲食店 JS-0003-5010

みなはしばる ELSOL 相模原市中央区 南橋本２－５－１０　NK ハイデンス１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2925

ホルモンハウス 相模原市中央区 南橋本３－４－２６　　 飲食店 ZN-0002-9227

やきとり大吉淵野辺店 相模原市中央区 富士見４－１０－４　　 飲食店 ZN-2000-6675

藤寿司 相模原市中央区 富士見６－１２－１５　　 飲食店 ZN-0002-6871

夢明家 相模原市中央区 淵野辺３－１７－１４ 飲食店 JS-0001-1069

旬菜 Dining たらふく酒場 相模原市中央区 淵野辺３－１９－１７　ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ淵野辺１０３ 飲食店 JS-0001-8631

celebar54 相模原市中央区 淵野辺３－３－１０　桃山ビル１０２　 飲食店 ZN-2000-1906

ダイニングバーボンド渕野辺本店 相模原市中央区 淵野辺３－４－１６　２Ｆ 飲食店 JS-0001-0612

やきとり山長淵野辺 相模原市中央区 淵野辺３－６－１６　　 飲食店 ZN-0001-0902

ふくふく餃子 相模原市中央区 淵野辺３－７－１６　グローリア初穗　 飲食店 ZN-2000-3194

東南食堂 相模原市中央区 淵野辺４－３８－７－１０３ 飲食店 JS-0005-9166

GATO’S 相模原市中央区 弥栄２－９－１３ 飲食店 JS-0002-6956

DiningBARGOLD 相模原市中央区 矢部１－２－１　ブルージュビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3379

すぺいん割烹ソレアド 相模原市中央区 矢部３－５－７　　 飲食店 ZN-0002-2414

一匠 相模原市中央区 矢部４－１８－４　１Ｆ 飲食店 JS-0002-4837

呑み食い処ふわふわ亭 相模原市中央区 陽光台６－４－１７　　 飲食店 ZN-2000-3851

八仙堂漢方薬局相模原店 相模原市中央区 横山２－３－１５　　 ショッピング ZN-0001-2709

中村書店　外商部　2 相模原市中央区 横山６－８－２１　　 ショッピング PK-0000-8563

クライミングパークストーンマジック 相模原市中央区 共和３－１０－２０ ショッピング JS-0002-4879

日産ユーズドカーセンター相模原営業所 相模原市中央区 高根１－１３－７ ショッピング JS-0004-3901

（株）カツノ 相模原市中央区 鹿沼台２－１１－６　１Ｆ ショッピング JS-0005-1665

ヤマグチ薬局鹿沼台店 相模原市中央区 鹿沼台２－１８－２　　 ショッピング ZN-2000-4710

有限会社ジャパンエクスポートインポート 相模原市中央区 上溝２２５２－１ ショッピング JS-0002-1563

RAISAASIANMARKET 相模原市中央区 上溝２２８５－１　　 ショッピング ZN-0002-2966

有限会社第一タイヤセンター 相模原市中央区 上溝２２８９ ショッピング JS-0000-3651

モリシタ企画 相模原市中央区 上溝５４３２－５　ルミナス相模原６０３ ショッピング JS-0004-2683

ユーズドショップクラウド相模原店 相模原市中央区 星が丘１－３－１６　１Ｆ ショッピング JS-0002-7775

花ミキ 相模原市中央区 星が丘３－１５－４　スターヒルズ MT ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-7374

GET フィッシング 相模原市中央区 清新５－２４－１ ショッピング JS-0004-2405

ComCom Auto 相模原市中央区 千代田２－５－２２－１０１ ショッピング JS-0004-4872

文盛堂 相模原市中央区 千代田６－１－１８ ショッピング JS-0000-5004

二木ゴルフ 相模原店 相模原市中央区 相生２－１４－５　 ショッピング AX-2000-0034

THEAMPSHOP 西田製作所 相模原市中央区 相模原１－３－９　小川ビル２０１　 ショッピング ZN-0002-4840

株式会社日本の心相模原店 相模原市中央区 相模原２－１３ ショッピング JS-0000-1899

ワイモバイル相模原 相模原市中央区 相模原３－５－４ ショッピング JS-0002-6965
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ブティック絵美衣留 相模原市中央区 相模原５－１－１８　 ショッピング SL-2000-5877

BOUTIQUECOCO 相模原市中央区 中央６－１３－２　中央ビル１０Ｔ　 ショッピング ZN-2000-1109

テクノサポート相模原店 相模原市中央区 田名３３３９－２ ショッピング JS-0000-8488

ソフトバンク相模原田名 相模原市中央区 田名４１５３ ショッピング JS-0000-8446

三基光学館 相模原市中央区 田名５２４６－１１　田名アーバンフラッツ１０１ ショッピング JS-0000-8076

BigOne 相模原市中央区 田名８３１１－１ ショッピング JS-0000-8733

ヤマグチ薬局南橋本店 相模原市中央区 南橋本１－４－５　　 ショッピング ZN-2000-5913

サイクルショップ ライズライド 相模原市中央区 南橋本２－２－４－１０２ ショッピング JS-0000-1640

ヤマグチ薬局氷川店 相模原市中央区 氷川町９－１１　　 ショッピング ZN-2000-5012

マライカバザール相模原店 相模原市中央区 富士見３－１５－８ ショッピング JS-0003-0819

SunRoad 相模原市中央区 富士見５－２－１２ ショッピング JS-0003-9065

ヤマグチ薬局矢部店 相模原市中央区 淵野辺１－２－３３　　 ショッピング ZN-0001-2839

ヤマグチ薬局渕野辺店 相模原市中央区 淵野辺１－４４１１７　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ１０１ ショッピング ZN-0002-9092

おしゃれショップクロダ 相模原市中央区 淵野辺３－１９－１３　　 ショッピング ZN-0002-6432

ぶんぼうぐや宝月堂 相模原市中央区 淵野辺３－１９－９　 ショッピング SL-2000-9622

渕野辺総合病院売店 相模原市中央区 淵野辺３－２－８ ショッピング JS-0005-3763

宅配のめがねやさん 相模原市中央区 淵野辺４－２８－１４ ショッピング JS-0000-2370

ヴォート・エスパース 相模原市中央区 横山４－１－１ワ－クスビル１０２　 サービス SL-2000-5163

ほぐれ 横山台店 相模原市中央区 横山台１－４－１２ サービス JS-0002-5216

カービューティーパーク相模原本店 相模原市中央区 下九沢１０８６ サービス JS-0005-8712

山口自動車株式会社 相模原市中央区 下九沢１１１１－１ サービス JS-0001-9912

山口自動車株式会社西東京サービスセンター 相模原市中央区 宮下３－１６－２５ サービス JS-0002-1295

東京レンタル 相模原営業所 相模原市中央区 宮下本町３－３８－５ サービス JS-0003-4546

ヘアーリゾートクランプ 相模原市中央区 鹿沼台２－１０－１３　サイトピア１０１　 サービス ZN-0000-9874

gra ー up 淵野辺店 相模原市中央区 鹿沼台２－１１－１　１Ｆ サービス JS-0004-7287

ファミリーサロン 7471 相模原市中央区 小町通１－１－３ サービス JS-0000-8394

Hair Nail eight8 相模原市中央区 上溝１－３－６ サービス JS-0001-4166

D － LINK 上溝本店 相模原市中央区 上溝４４９８－９　四季ビル２Ｆ サービス JS-0001-2017

山田工芸 相模原市中央区 上溝４６２３－８　　 サービス PK-0000-0529

ベレーザ 相模原市中央区 上溝７－１７－２０ サービス JS-0001-5578

フローラ動物病院 相模原市中央区 清新５－５－８　小山コート１Ｂ サービス JS-0001-2939

HairWave 相模原市中央区 清新７－１４－３３　１Ｆ サービス JS-0003-3984

baboo 相模原店 相模原市中央区 清新８－１－２０　シカルル相模原１Ｆ サービス JS-0004-7325

さがみはらねこの病院 相模原市中央区 清新８－１－６ サービス JS-0001-4865

Schritt 相模原市中央区 千代田５－４－１４　ウィンシミズ１０１　 サービス ZN-0002-6209

HAIR ＆ LIFE Omote 相模原市中央区 相模原２－１３－３　アサダヤビル２Ｆ サービス JS-0004-5848

hairresortOHIAbyflam 相模原市中央区 相模原３－１－１　久保田 T １ビル４Ｆ サービス JS-0004-2616

Onelovie 相模原市中央区 相模原３－７－１　フェリッシュ２０１　 サービス ZN-2000-0203

SALONDECHICA 相模原市中央区 相模原３－８－２４　グランディ－ル１０１　 サービス PK-0000-2053

エスプリマーベラス JR 相模原店 相模原市中央区 相模原３－８－２６　サンライズビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-1337

ヘアーリゾートクランプサガミハラ 相模原市中央区 相模原４－１１－９　よりずみビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-0100

hairdesignElps 相模原市中央区 相模原４－２－９ サービス JS-0001-2307

vita by avanti 相模原市中央区 相模原５－１０－８　MK ビル１０１ サービス JS-0005-2340

ヒープ 相模原市中央区 相模原５－５－１　エス・バイ・エルマンション１Ｆ サービス JS-0000-4718
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MAX クリーニング相模原店 相模原市中央区 相模原６－４－２１ サービス JS-0004-9510

バイチャリ相模原店 相模原市中央区 相模原６－６－１３　　 サービス ZN-2000-3310

プラーチェ相模原店 相模原市中央区 中央４－１２－６　　 サービス ZN-2000-5453

Crowd 相模原市中央区 中央５－２－１３　イワモトビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-3990

HAIR TRIP 相模原市中央区 中央６－１－１　ヴァンテアン中央１０２ サービス SL-2000-7168

フォトストーリー 相模原市中央区 中央６－１３－１ サービス JS-0001-2891

たんぽぽあだぷしょんぱぁく 相模原市中央区 田名２８０４－９　リヴァ－サイドクズク１０３　 サービス PK-0000-2081

blow 相模原市中央区 田名８５３１－３ サービス JS-0001-1687

カープラン 相模原市中央区 田名塩田３－２－１ サービス JS-0003-8543

DESART 相模原市中央区 南橋本２－５－２０　　 サービス ZN-0002-4087

D － LINK 南橋本店 相模原市中央区 南橋本２－６－１３ サービス JS-0002-1643

相模レンタカー 相模原市中央区 富士見２－１－４１　１Ｆ サービス JS-0001-7880

HairHouse Noel 相模原市中央区 富士見４－７－５　ロータスマンション１０２ サービス JS-0002-0781

アートローズ 相模原市中央区 淵野辺１－１－１９　グランディヒルズ１Ｆ　 サービス ZN-2000-3463

美容室 CAROL・21 相模原市中央区 淵野辺３－９－１７－２０１ サービス JS-0004-2059

ネイルサロン Charis 相模原市中央区 淵野辺４－１５－４　１Ｆ サービス JS-0002-0663

銀座ラボ淵野辺店 相模原市中央区 淵野辺４－１６－３６ サービス JS-0005-7596

ANTI・BOO 相模原市中央区 淵野辺４－２７－１ サービス JS-0004-7246

Jeannie 相模原市中央区 矢部１－２－１６　ベラビスタ１Ｆ サービス SL-2000-4369

ヘアーサロンムラセ 相模原市中央区 矢部２－７－３３ サービス SL-2000-9188

色々ノイロ 相模原市中央区 矢部３－１－８　 サービス SL-2001-1344

ノイロのネイル 相模原市中央区 矢部３－１－８　 サービス SL-2001-1346

salon de japon ToKoNo － MA 相模原市中央区 矢部３－２０－１５　 サービス SL-2001-1343

宝島 24 相模原店 R16 相模原市中央区 富士見１－５－１０　相模原富士見ビル　 エンターテインメント PK-0000-2204

神奈川リオネット販売株式会社 相模原営業所 相模原市中央区 相模原２－１－６　岩村ビル２Ｆ その他 SL-2001-1551

でんきのライト 相模原市中央区 中央５－９－１０　 その他 SL-2001-0475

グリーンランドフェニックス 相模原市中央区 緑が丘２－１９－３　１Ｆ その他 JS-0004-5584

渋谷商店 相模原市南区 古淵２－１７－３　渋谷ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-3879

鳥海三　古淵店 相模原市南区 古淵３－９－８　アパホテル相模原古淵駅前１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0213

SHOTBARJ － WAVE 相模原市南区 松が枝町２３－１　コスモ相模原１０１　 飲食店 ZN-0002-3984

GriGri 相模原市南区 松が枝町２４－６　イノウエビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-1068

KKINDIANRESTAURANT 相模原市南区 松が枝町２５－３３　　 飲食店 ZN-0001-0532

マイクス東林間店 相模原市南区 上鶴間６－３１－１３　ガーデンハウス１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0328

レストランプルニエ 相模原市南区 上鶴間本町４－２－１３　　 飲食店 PK-0000-1177

FLAP CHOP 相模原市南区 相南４－１－７　渡辺ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-8735

Juicy´s 相模原市南区 相南４－３－３２　NK ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1647

居酒屋なか乃 相模原市南区 相武台１－１６－３　高柿ビル１－Ｃ　 飲食店 ZN-0001-2393

ROTIBOTI 相模原市南区 相武台１－２５－２　佐藤ビル２Ｆ 飲食店 ZN-0002-3259

cafebar MK 相模原市南区 相武台１－２５－８　スカイシティ相武台Ｂ－１ 飲食店 JS-0003-1538

竹寿司 相模原市南区 相模台３－１４－２０　　 飲食店 ZN-2000-1704

牛繁相模大野店 相模原市南区 相模大野３－１０－８　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1241

Scarbster 相模原市南区 相模大野３－１１－１０　クレスト三喜４Ｆ 飲食店 JS-0000-1517

さんなん坊 相模原市南区 相模大野３－１１－１２ 飲食店 JS-0004-9097

グラトスベース 相模大野店 相模原市南区 相模大野３－１１－１８　竹山ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1303
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よゆう灼々 相模原市南区 相模大野３－１２－１８　アライビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0370

珠ちゃん 相模原市南区 相模大野３－１２－１８　アライビル６Ｆ 飲食店 JS-0001-7610

サントリーバー山崎相模大野店 相模原市南区 相模大野３－１２－１８　アライビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0371

ピエグリッド 相模原市南区 相模大野３－１２－６　アポロビル６Ｆ 飲食店 JS-0003-3045

RUDDY 相模原市南区 相模大野３－１２－６　アポロビル７Ｆ 飲食店 JS-0003-2958

KLASS 相模原市南区 相模大野３－１４－１７　SA ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0635

イタリアンガーデン 相模原市南区 相模大野３－１５－８　　 飲食店 ZN-0001-0768

肉バルトレトレ 相模原市南区 相模大野３－１６－８　草柳ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2609

さくら家 相模原市南区 相模大野３－１６－９ 飲食店 JS-0000-1054

鳥海山相模大野店 相模原市南区 相模大野３－２３－２　　 飲食店 ZN-2000-0634

グリルフクヨシ ボーノ相模大野店 相模原市南区 相模大野３－３　ボ－ノ相模大野サウスモール２Ｆ 飲食店 JS-0005-9647

もつ焼きのやまちゃん 相模原市南区 相模大野３－３－２　ボ－ノ相模大野サウスモ－ル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-1641

ぎんざ若松 相模原市南区 相模大野３－３－２－１０６　 飲食店 PK-0000-6422

インドの恵み相模大野店 相模原市南区 相模大野４－５－１７　相模大野ロビーファイブ１Ｆ 飲食店 JS-0004-3472

インドの恵み相模大野 相模原市南区 相模大野４－５－１７　相模大野ロビーファイブ１Ｆ 飲食店 JS-0004-3586

ルプティオルム 相模原市南区 相模大野５－２６－８　Ks ビル１０２ 飲食店 SL-2000-9591

焼肉アリラン 相模原市南区 相模大野６－１０－３ 飲食店 JS-0000-3386

コケット・ママン （Coquette Maman） 相模原市南区 相模大野６－１３－７　 飲食店 SL-2000-0354

魚炉魚炉 相模原市南区 相模大野６－１３－８　　 飲食店 ZN-0001-2368

このえ 相模原市南区 相模大野６－１４－８－１０３ 飲食店 JS-0000-1877

Do － tun 相模原市南区 相模大野６－１５－４３　　 飲食店 ZN-2000-0385

イタリアン食堂 Fagotto 相模原市南区 相模大野６－１９－８　 飲食店 SL-2001-0626

吉好亭 相模原市南区 相模大野６－９－１　鈴木ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-2826

ワイン食堂 OWVO 相模原市南区 相模大野７－１４－９　グリーンシティビル１Ａ 飲食店 JS-0002-6395

レストラン Ban 相模原市南区 相模大野７－７－１３　ウェルネス K 飲食店 JS-0000-4198

焼肉レストラン BAN 相模原市南区 相模大野７－７－１３　ウェルネス K １Ｆ 飲食店 JS-0000-0449

ジェイド 相模原市南区 相模大野８－３－１　ドミール相模大野２０４ 飲食店 JS-0003-3103

黒牛徳 相模原市南区 相模大野８－３－７　片山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8535

ILFAVORE 相模原市南区 相模大野８－６－１６　スカイビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3023

DiningBar きらり 相模原市南区 東林間４－１１－７　ネオメット東林間２０１ 飲食店 JS-0004-2188

くぅ 相模原市南区 東林間４－３１－７　新井店舗１ 飲食店 JS-0003-5798

食彩割烹紬 相模原市南区 東林間５－１２－５　１Ｆ 飲食店 JS-0004-7223

TRATTORIA e Bar La Pacchia 相模原市南区 東林間５－４－９　希和マノアール１Ｆ 飲食店 SL-2001-0399

チャイナダイニング紅高梁 相模原市南区 南台３－２０－１　ラクアルオダサガ３Ｆ 飲食店 SL-2000-2571

LOCALE 相模原市南区 南台５－１１－１９　ペアナード・オダサガ２０３　 飲食店 ZN-0002-2463

牛繁小田急相模原店 相模原市南区 南台５－１２－１６　K プラット１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2099

旬鮮酒場 NOBU 相模原市南区 南台５－１５－１１　相模屋ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0750

CASUALBAR34 相模原市南区 麻溝台１－２－３　サティーフォー hotels １Ｆ 飲食店 JS-0004-6663

桜川商会 相模原市南区 旭町１１－９ ショッピング JS-0004-4125

柿澤自動車 相模原市南区 磯部４５００－１ ショッピング JS-0005-1113

CAR 工房 相模原市南区 下溝３０５４－１　 ショッピング SL-2000-5896

Y ー SAXEL 相模原市南区 下溝３０８９－５ ショッピング JS-0004-6152

ゼロマックス南関東店 相模原市南区 古淵１－３１－１６ ショッピング JS-0003-3218

八仙堂漢方薬局古渕店 相模原市南区 古淵２－１８－３　山政第一ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-7960
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相模原病院売店 相模原市南区 桜台１８－１ ショッピング JS-0005-3592

相模原コア 相模原市南区 桜台１８－１ ショッピング JS-0005-4754

嵯峨美園 相模原市南区 松が枝町１６－１０　　 ショッピング ZN-2000-4240

フェイシャルスタイリストサロン相模原 相模原市南区 松が枝町２４－１０－６０３ ショッピング JS-0004-8716

トレーシー相模原店 相模原市南区 松が枝町２４－１８　木藤ビル　 ショッピング ZN-0002-8038

元気堂 相模原市南区 松が枝町２５－６　１Ｆ ショッピング JS-0004-9225

ヤマグチ薬局上鶴間店 相模原市南区 上鶴間５－１６－１３　　 ショッピング ZN-2000-4711

新成堂薬局マルシェ東林間駅ビル店 相模原市南区 上鶴間７－７　２Ｆ ショッピング JS-0005-1211

トマトハウス 相模原市南区 上鶴間７－７－６　小田急マルシェ２Ｆ ショッピング JS-0001-8707

2TIGHTMUSIC 相模原市南区 上鶴間本町３－１０－７　ニチジュンビル４０２　 ショッピング ZN-2000-0391

ヤマグチ薬局本町店 相模原市南区 上鶴間本町８－４４－２１　 ショッピング ZN-2000-4856

まりも薬局 相模原市南区 新磯野３－３０－１　１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4138

アップル薬局　北口店 相模原市南区 相武台１－２４－１１　デュエット１０３　 ショッピング PK-0000-8775

メガネの一心堂 相模原市南区 相武台１－２４－５　 ショッピング SL-2000-3638

片野生花店 相模原市南区 相武台１－２５－４－１０１　 ショッピング PK-0000-4454

スキンケアハウス横ちゃん 相模原市南区 相模台１－２－１ ショッピング JS-0003-7755

クロロフイル相模大野駅前美顔教室 相模原市南区 相模大野３－１２－９　LS ビル３Ｆ ショッピング JS-0003-9613

ヤマグチ薬局大野北口店 相模原市南区 相模大野３－１５－２２　LOC'S SAGAMI- ONO Ｂ棟 ショッピング ZN-2000-3249

スタディオ・S 相模大野店 相模原市南区 相模大野３－２－１　ボーノ相模大野ショッピングセンター４Ｆ ショッピング JS-0005-6989

Belle ＆ Sofabono 相模大野 相模原市南区 相模大野３－３－１　ボーノ相模大野サウスモール２F ショッピング JS-0002-4509

ミューク 相模原市南区 相模大野３－３－２　ボーノ相模大野サウスモール２Ｆ ショッピング JS-0004-4877

世界堂相模大野店 相模原市南区 相模大野３－９－１　相模大野岡田屋モアーズ４Ｆ ショッピング AX-2000-0158

ヤマグチ薬局大野店 相模原市南区 相模大野６－１３－３　　 ショッピング ZN-2000-4709

ブティックぶる～め 相模原市南区 相模大野６－１３－４　　 ショッピング ZN-2000-0846

ラ・ボンバ神奈川 相模原市南区 相模大野６－６－２２　 ショッピング SL-2000-9375

ガスペック神奈川支店 相模原市南区 東林間１－６－９　協和開発ビル１０１号室 ショッピング JS-0004-1342

プログレス 相模原市南区 東林間５－１－３　もちの木ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-1195

プチ・ルポ 相模原市南区 東林間５－２－３　高橋ビル１０２ ショッピング JS-0003-6883

インテリア匠工房 相模原市南区 当麻１２７１－１５ ショッピング JS-0005-9727

リサイクルの達人 相模原市南区 当麻１７８１－５ ショッピング JS-0004-2429

アウェイクインターナショナル株式会社 相模原市南区 当麻２３１６ ショッピング JS-0001-8199

K．regalo 相模原市南区 南台５－１１－１９　ペアナード・オダサガ２０６　 ショッピング ZN-0002-4019

ポプラ調剤薬局 相模原市南区 南台６－８－２０　　 ショッピング ZN-0002-9043

新成堂薬局北里店 相模原市南区 麻溝台１－２－１３ ショッピング JS-0005-1179

フラワーハウス K 相模原市南区 麻溝台３－１－４０ ショッピング JS-0003-5487

baboo 原当麻店 相模原市南区 下溝６０６－２１　プラザ２３６９－１Ｆ サービス JS-0003-5959

美容室ゼロ 相模原市南区 古淵１－１３－２２　メゾンド iki １Ｆ　 サービス ZN-2000-0124

ル・ジャルダン古淵店 相模原市南区 古淵２－１７－３　渋谷ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-0137

HAIRSPRAY 古淵 相模原市南区 古淵２－１８－３　山政第一ビル２Ｆ サービス JS-0005-6921

NEO ANTI・BOO 古淵店 相模原市南区 古淵３－１２－１２　１Ｆ サービス JS-0004-7245

LARUTAN hair design 相模原市南区 若松５－２０－６　レジョンドール報徳１０２ サービス ZN-0002-8095

Angeroom 相模原市南区 松が枝町１７－１５　平和ビル２Ｆ サービス JS-0002-2959

Rescue － Hair 小田急相模原店 相模原市南区 松が枝町１７－９　３Ｆ サービス JS-0004-8654

ケータハム東名横浜 相模原市南区 上鶴間２－６－３ サービス JS-0001-5695
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東林間薬局 相模原市南区 上鶴間５－８－１１ サービス JS-0000-9884

こだま薬局 相模原市南区 上鶴間７－６－１ サービス JS-0000-2520

東林間薬局西口店 相模原市南区 上鶴間７－６－４ サービス JS-0004-3377

キャラメイク 町田 相模原市南区 上鶴間本町３－１３－２１　MU ビル３Ｆ サービス JS-0004-7674

hatoha 相模原市南区 上鶴間本町４－５２－３０　岩井ビル１Ｆ サービス JS-0001-1014

Order 相模原市南区 西大沼１－７－１６ サービス JS-0001-0964

Lecoeur 相模原市南区 相武台１－１７－３　宮島ビル１Ｆ サービス JS-0001-2014

Produce 相模原相武台前店 相模原市南区 相武台１－２５－８　スカイシティー相武台２Ｆ サービス ZN-2000-4520

美容室 DINO 相模原市南区 相模台２－２－５　　 サービス ZN-0002-1552

flammeum 相模大野店 相模原市南区 相模大野３－１３－１５　タカビル１Ｆ サービス JS-0004-1017

ビュートバタフライ 相模大野店 相模原市南区 相模大野３－１３－６ サービス JS-0002-3295

ヘアメイクパッセージ相模大野店 相模原市南区 相模大野３－１４－１６　第１足立ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-0469

It’s 相模大野店 相模原市南区 相模大野３－１７－２１　井川ビル３Ｆ サービス JS-0003-8291

ベルモード 相模原市南区 相模大野３－１８－１　ﾊﾟﾚｿﾚｲﾕ相模大野ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾛﾝﾄ１０１ サービス ZN-2000-0096

プラーチェ相模大野店 相模原市南区 相模大野３－１８－３　新井ビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-6480

HAIRSALONBIGIN’S 相模原市南区 相模大野３－２５－７　　 サービス ZN-2000-1817

陽のあたる場所 相模原市南区 相模大野５－２６－８　KS ビル１０３ サービス SL-2001-1077

It’s 相模大野店 2 相模原市南区 相模大野５－２７－１２　東屋ビル２　３Ｆ サービス JS-0003-8295

manaco 相模原市南区 相模大野５－２７－５ サービス JS-0000-9535

さがみ名倉堂整骨院 西口院 相模原市南区 相模大野６－１３－２ サービス JS-0001-9006

Jabhair 相模原市南区 相模大野６－１６－９　 サービス SL-2000-3174

グラップ相模大野店 相模原市南区 相模大野８－２－１　２Ｆ サービス JS-0005-3646

さがみ名倉堂整骨院 本院 相模原市南区 相模大野８－２－１５ サービス JS-0001-9009

プライムローズ 相模原市南区 相模大野８－３－７　相模大野片山ビル６０２ サービス JS-0003-6303

東林間どうぶつ病院 相模原市南区 東林間２－６－３ サービス JS-0001-2068

e．nail 相模原市南区 東林間４－８－２　ヒロ・ロイヤルハイツ東林間３Ｆ サービス JS-0004-1925

東林間名倉堂整骨院 相模原市南区 東林間４－９－２　１Ｆ サービス JS-0001-9007

カノカフルール 相模原市南区 東林間５－１１－１　メゾンカルム１０２ サービス JS-0001-5545

Produce 東林間 相模原市南区 東林間５－３－１１　アクアブリアンヨシノ１Ｆ サービス JS-0000-7774

YAMASIRO 相模原市南区 南台５－１４－２１ サービス JS-0001-1089

南台薬局 相模原市南区 南台５－１６－１２ サービス JS-0000-9305

カラオケ田園 相模原市南区 下溝５９９－５ その他 JS-0004-7464

ゴルフ＆ストレッチハーティー 相模原市南区 上鶴間１－８－３　イーストキャピタル１Ｆ その他 JS-0003-8929

スズコーゴルフ 相模原市南区 麻溝台５－１０－３６ その他 JS-0005-6494

Dining Homare 相模原市緑区 橋本２－１１－８　１Ｆ 飲食店 JS-0002-2472

STRADAdi8 相模原市緑区 橋本２－２－１６　サウスサイド１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2320

ゆるり。橋本 相模原市緑区 橋本３－１７－３　マイランドビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-0556

SKYBAREMPEROR 相模原市緑区 橋本３－１７－４　　 飲食店 ZN-2000-3200

和もだん美酒美食 雪月花 橋本店 相模原市緑区 橋本３－１７－４　橋本第一ビル８Ｆ 飲食店 AL-0000-0222

居酒屋 和ん 相模原市緑区 橋本３－２２－１０　エクハイム橋本１０２ 飲食店 JS-0003-3733

鳥忠橋本店 相模原市緑区 橋本３－２７－１０ 飲食店 JS-0003-6949

ごえもん 相模原市緑区 橋本３－２７－１１　橋本ステーションビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0878

魚吉橋本店 相模原市緑区 橋本３－２９－４　芳栄ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0435

sumire 相模原市緑区 橋本６－１７－２ 飲食店 ZN-0002-9034
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橋本赤レンガ 相模原市緑区 橋本６－２３－７　TNT ビル１０１ 飲食店 JS-0004-6802

串焼き 佐藤 相模原市緑区 橋本６－２６－１０　ファミールクレストコート１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2204

魚男 相模原市緑区 橋本６－２６－３　　 飲食店 ZN-0001-0167

慶福楼 相模原市緑区 橋本６－２６－４　　 飲食店 ZN-2000-0146

フライデーソックス 相模原市緑区 橋本６－３７－１３　アレグリーア１０１ 飲食店 JS-0004-5193

魚男磨き 相模原市緑区 橋本６－７－１０　ステイトリーコート橋本１０１　 飲食店 ZN-0000-9884

まやぁぐすく 相模原市緑区 橋本６－７－１１ 飲食店 JS-0004-4734

焼肉角蔵 相模原市緑区 原宿３－７－２ 飲食店 JS-0001-1410

ハックルベリー 相模原市緑区 城山４－２－１０ 飲食店 JS-0003-6815

はませい 相模原市緑区 西橋本１－８－２７　HAMASEI １Ｆ 飲食店 JS-0003-7477

中国料理融和 相模原市緑区 西橋本４－１－１　　 飲食店 ZN-2000-3258

スパゲティ屋青山 相模原市緑区 青山２３２４－４　 飲食店 SL-2000-5004

インドの恵み橋本店 相模原市緑区 東橋本１－２１－１２　ロードサイドヒルズ１Ｆ 飲食店 JS-0004-3471

インドの恵み橋本 相模原市緑区 東橋本１－２１－１２　ロードサイドヒルズ１Ｆ 飲食店 JS-0004-3584

串焼しまちゃん 相模原市緑区 東橋本１－２４－１９　T.HADMIRAL 飲食店 ZN-0001-1694

和食れすとらんあやの藤野店 相模原市緑区 牧野４８１９ 飲食店 JS-0004-0867

かどや食堂 相模原市緑区 与瀬本町１２　　 飲食店 PK-0000-6657

虎や 相模原市緑区 与瀬本町５４ 飲食店 JS-0005-4755

天使のゆめ 相模原市緑区 下九沢１５２１－６　　 ショッピング ZN-2000-2511

ヤマグチ薬局下九沢店 相模原市緑区 下九沢１９１２－１ ショッピング ZN-2000-4924

ヤマグチ薬局城山店 相模原市緑区 久保沢２－３－２２　　 ショッピング ZN-0001-2257

PEDLAR 相模原市緑区 橋本２－３－５　２Ｆ ショッピング JS-0003-2077

NAKAJIMACYCLE 相模原市緑区 橋本３－３０－１ ショッピング JS-0003-7017

ヤマグチ薬局橋本 4 丁目店 相模原市緑区 橋本４－１８－１３　ヴィラベルヴュー１０１　 ショッピング ZN-2000-4854

トゥインクルビジョン　橋本 相模原市緑区 橋本６－２－２　　 ショッピング PK-0000-8260

ヤマグチ薬局北橋本店 相模原市緑区 橋本６－２６－１４　メゾングランデ１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-4858

ヤマグチ薬局橋本 8 丁目店 相模原市緑区 橋本８－２－１　　 ショッピング ZN-2000-5008

サンクラウドタイヤ 相模原市緑区 西橋本２－２３－１２ ショッピング JS-0000-3643

オフハウス三和西橋本店 相模原市緑区 西橋本４－１－１ ショッピング JS-0002-7371

HAIRSPRAY 西橋本 相模原市緑区 西橋本４－１－１ ショッピング JS-0005-6887

九龍 商店街区 相模原市緑区 西橋本４－１４－１３ ショッピング JS-0001-2259

金子園相模原インター店 相模原市緑区 川尻１４４７－５　コピオ相模原川尻　 ショッピング ZN-0001-1846

REACTIONRACING 相模原市緑区 大島３２１８－１ ショッピング JS-0003-8542

相模原赤十字病院売店 相模原市緑区 中野２５６ ショッピング JS-0005-3765

Blanc 相模原市緑区 東橋本１－２４－１７　クオーレ橋本１Ｆ ショッピング JS-0000-3222

ヤマグチ薬局東橋本店 相模原市緑区 東橋本１－５－１４　　 ショッピング ZN-2000-4860

（株）マコト電気 橋本店 相模原市緑区 東橋本３－２０－２ ショッピング JS-0000-4539

ヤマグチ薬局二本松店 相模原市緑区 二本松１－３－９　　 ショッピング ZN-0002-6427

久保田写真館 相模原市緑区 下九沢１９２６ サービス ZN-2000-2039

髪 ing727 相模原市緑区 下九沢２５１０ サービス JS-0002-2216

hair salon bamboo 相模原市緑区 久保沢２－１－２５　 サービス SL-2000-7232

FIRSTPRIZE 相模原市緑区 橋本２－３－３　中屋第１ビル４Ｆ サービス JS-0004-1409

amie 橋本店 相模原市緑区 橋本２－４－４　秋山ビルＡ　 サービス ZN-0001-0850

atelier TsuMe 相模原市緑区 橋本３－１８－１５　 サービス SL-2001-1342
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リノカヒリ 相模原市緑区 橋本３－１９－２０　橋本ヒルズ２Ｆ　 サービス ZN-0001-0397

R 相模原市緑区 橋本３－３１－６　ハタノビル６Ｆ　 サービス ZN-2000-2460

ヘアーストーリーピュアハシモトテン 相模原市緑区 橋本３－４－２　ウィステリア１　１０１　 サービス ZN-0001-2422

リフール〔3F〕 相模原市緑区 橋本３－４－５　河津ビル３Ｆ サービス JS-0001-9826

ヘアーステップ 相模原市緑区 橋本６－１２－２　S.G-BLD １Ｆ サービス JS-0005-2060

Emerge 橋本店 相模原市緑区 橋本６－１－７　Ciel 橋本１Ｆ　 サービス ZN-0001-1108

gra ー up 橋本店 相模原市緑区 橋本６－２０－１　リビオ橋本１Ｆ サービス JS-0004-7326

HAIRMAKEDESART 相模原市緑区 橋本台１－３－１９　　 サービス ZN-2000-1168

FREAK 相模原市緑区 原宿南２－６－１ サービス JS-0005-2061

三ケ木工場 相模原市緑区 三ヶ木１６００－３ サービス JS-0005-1969

サガミ商会 相模原市緑区 城山４－２－７０ サービス JS-0005-8005

有限会社米本自動車工業 相模原市緑区 太井３３２－７ サービス JS-0005-2003

Plana 相模原市緑区 東橋本１－２１－１２　ロードサイドヒルズ２０９ サービス JS-0004-1163

LouLou 相模原市緑区 東橋本２－２０－１１　シャンポール１０２ サービス JS-0005-9561

Grandeame 相模原市緑区 二本松３－１－１ サービス JS-0000-7621

OF － HEARTS 橋本本店 相模原市緑区 二本松３－１－５０　エルクルーセ１Ｆ サービス SL-2001-1415

ほさか動物病院 相模原市緑区 二本松４－１７－１ サービス JS-0000-3192

アピナ橋本店 相模原市緑区 西橋本５－１－１　ラ・フロール駐車場棟１Ｆ その他 JS-0001-4333

KLC ぷちショップ津久井店 相模原市緑区 青山２８７　 その他 SL-2000-9208


