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べったこ亭 あざみ野店 横浜市青葉区 あざみ野１－１０－４　　 飲食店 ZN-0001-0459

USHIHACHI あざみ野店 横浜市青葉区 あざみ野１－１－４　あざみ野駅前高架下第一駐輪場商業施設 飲食店 ZN-0000-9633

創作居酒屋りき 横浜市青葉区 あざみ野１－４－１２　アゼリアガーデンズあざみ野２０２　 飲食店 ZN-0001-2316

天ぷら権八 あざみ野 横浜市青葉区 あざみ野２－１－１　東急あざみ野ビル１Ｆ　 飲食店 AX-2000-0108

炭焼き権八 あざみ野 横浜市青葉区 あざみ野２－１－１　東急あざみ野ビル２Ｆ　 飲食店 AX-2000-0107

CONA あざみ野店 横浜市青葉区 あざみ野２－１－３　エトモあざみ野　 飲食店 ZN-0002-6038

居酒屋弥太郎あざみ野店 横浜市青葉区 あざみ野２－２－５　２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9600

鮨くさびやあざみ野店 横浜市青葉区 あざみ野２－２－６　第２黒沼ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9978

You 遊 横浜市青葉区 あざみ野２－２－６　第２黒沼ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0170

L’EROE OVEST 横浜市青葉区 あざみ野２－３０　三規庭２Ｆ 飲食店 JS-0002-9149

浅草もんじゃ 土蛍 あざみ野店 横浜市青葉区 あざみ野２－９－１０　野本ビルディング１Ｆ 飲食店 SL-2001-0914

アリソンハウスカフェ アザミノ 横浜市青葉区 あざみ野２－９－１３　サンサーラあざみ野１Ｆ 飲食店 JS-0005-2284

YABIN 青葉台店 横浜市青葉区 しらとり台１－２４　　 飲食店 ZN-0002-4148

花鳥風月 YOKOHAMA 横浜市青葉区 しらとり台１－２７　１Ｆ 飲食店 JS-0002-4158

舎利とねた 横浜市青葉区 すすき野１－９－１　TS ビル１０１　 飲食店 ZN-2000-3837

居酒屋 ふくろう 横浜市青葉区 たちばな台２－１３－７　綾部ビル１０３ 飲食店 JS-0002-3484

やきとり大吉横浜藤ヶ丘店 横浜市青葉区 みたけ台３７－２　　 飲食店 ZN-2000-6327

ダイニング旨荘 横浜市青葉区 みたけ台４４－１　グレイスムラタ１Ｆ 飲食店 JS-0003-5354

寿司久 横浜市青葉区 もえぎ野１７－７　スカーラもえぎ野 飲食店 JS-0001-2896

懐石料理 有吉 横浜市青葉区 もみの木台６－８－１０１ 飲食店 JS-0002-5011

トルシー 横浜市青葉区 荏田西２－１５－１－１０５　 飲食店 ZN-0001-1979

オステリア パーチェ 横浜市青葉区 荏田町１４７６－１　カーサビラ３Ｆ 飲食店 JS-0003-4665

すし処一久 横浜市青葉区 荏田町２３６２－３　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ江田第３　１Ｆ 飲食店 JS-0003-2582

トラットリア ヴォーノ 横浜市青葉区 荏田北３－１－６　　 飲食店 ZN-0001-1470

囲酒人 横浜市青葉区 榎が丘２６－２７　１Ｆ 飲食店 JS-0003-3878

BIBHouseSteak ＆ Gri 横浜市青葉区 榎が丘２６－３　 飲食店 SL-2000-6651

ラバンビーナ 横浜市青葉区 黒須田１４－１４　　 飲食店 ZN-0001-0440

CEALY 横浜市青葉区 桜台２９－１　クレストモリ１０３ 飲食店 JS-0005-6426

串蔵 横浜市青葉区 市ヶ尾町１０５４－１ 飲食店 JS-0000-5615

寿司さんき 横浜市青葉区 市ヶ尾町１０５４－４　ハタノビルＡ　 飲食店 ZN-0001-1875

磯くら市ヶ尾店 横浜市青葉区 市ヶ尾町１０５４－５　市ヶ尾田園ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3718

焼肉香花園 横浜市青葉区 市ヶ尾町１０５４－９　　 飲食店 ZN-0001-0114

満月 横浜市青葉区 市ヶ尾町１０６２－１　ローゼ市ケ尾１１０　 飲食店 ZN-2000-1856

鳥よし 横浜市青葉区 市ヶ尾町１０６３－３　ヴェルドミ－ル１０２　 飲食店 PK-0000-0145

炭焼酒場ちかっぱ市が尾本店 横浜市青葉区 市ヶ尾町１１７０－６　市ヶ尾内野ビル　 飲食店 ZN-0001-1655

鮨 逸喜優 あざみ野店 横浜市青葉区 新石川１－２２－１　サンパティオ１Ｄ　 飲食店 ZN-0001-1985

さんぱち屋 横浜市青葉区 新石川１－８－１　　 飲食店 ZN-0001-0249

LesSens 横浜市青葉区 新石川２－１３－１８　グレイスビーノ 飲食店 JS-0005-0756

レ・サンス 横浜市青葉区 新石川２－１３－１８　グレ－スビ－ノ　 飲食店 SL-2000-2019

手打そば風來蕎 横浜市青葉区 新石川３－１３－２６　オリエンタルビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1721
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TrinityWineLoungeand 横浜市青葉区 新石川３－２８－７　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2965

焼肉処とんがらし 横浜市青葉区 青葉台１－１５－１４　リッチハイム青葉台２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0024

インド料理 AMAR 横浜市青葉区 青葉台１－１５－４　アオバダイビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9069

レロエ・クオーレ 横浜市青葉区 青葉台１－２９－１１－１０２ 飲食店 JS-0003-1504

ベーカリーカフェ コペ 横浜市青葉区 青葉台１－２９－３ 飲食店 JS-0005-0855

餃子屋　真白 横浜市青葉区 青葉台１－３２－３３　　 飲食店 PK-0000-6301

ジョージ青葉台店 横浜市青葉区 青葉台１－５－８　青葉台フォーラム　 飲食店 ZN-0000-9690

グリーンハウス 横浜市青葉区 青葉台１－６－１６　GH ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0022

うなぎ料理しま村青葉台店 横浜市青葉区 青葉台２－１０－１６　第２鈴木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5587

海鮮 磯料理 磯くら 横浜市青葉区 青葉台２－１０－２ 飲食店 JS-0000-2831

KEEL’SBARHOUSE 横浜市青葉区 青葉台２－１１－２８ 飲食店 JS-0000-4138

ド・マーレ湘南青葉台店 横浜市青葉区 青葉台２－２－１８　　 飲食店 ZN-0000-9693

鮨くさびや 横浜市青葉区 青葉台２－２－１８　　 飲食店 ZN-0000-9913

希 横浜市青葉区 青葉台２－２６－１　志田スクエアハイツ２Ｆ 飲食店 JS-0001-9304

スペインバル Valencia 横浜市青葉区 青葉台２－２６－１－Ｂ 飲食店 JS-0005-9807

レストラン テンドーレ 横浜市青葉区 青葉台２－２７－６　第１内田ビル　 飲食店 SL-2000-6993

Grill ＆ Oyster Rico 横浜市青葉区 青葉台２－３－１　　 飲食店 ZN-0001-0023

すしの喜八 横浜市青葉区 青葉台２－３－８　ハレービル青葉台１Ｆ 飲食店 JS-0001-1079

ソウルカクテルズ 横浜市青葉区 青葉台２－５　アレックスビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2361

焼肉とステーキ 牛くら 横浜市青葉区 青葉台２－５　アレックス青葉台１Ｆ 飲食店 JS-0004-7676

ひいらぎ 横浜市青葉区 青葉台２－６－１６　　 飲食店 ZN-0000-9770

かふぇ＆ワイン りんごらいふ 横浜市青葉区 青葉台２－６－１８　太田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2978

おばぁや 横浜市青葉区 青葉台２－７－５　リノス伍番館２０１　 飲食店 ZN-0001-0967

USHIHACHI 青葉台店 横浜市青葉区 青葉台２－９－１４　青葉台佐藤ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9665

トラットリアチンチン 横浜市青葉区 藤が丘１－１５－３　　 飲食店 ZN-0001-0641

BarAngel 横浜市青葉区 藤が丘１－１６－１０　アーバンプラザ２Ｆ 飲食店 ZN-2000-0354

さかなの群 横浜市青葉区 藤が丘１－１６－１０　アーバンプラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3013

ビストロ 和芯 横浜市青葉区 藤が丘１－２８－７ 飲食店 JS-0002-8472

青蓮 藤が丘店 横浜市青葉区 藤が丘１－２９－２　２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9862

海山舎 O 蔵 横浜市青葉区 藤が丘２－３－３　第２飯田ビル１０６　 飲食店 ZN-0001-0304

QArea 横浜市青葉区 藤が丘２－４－１４　　 飲食店 ZN-0001-0412

おとわ 横浜市青葉区 奈良３－１１－１ 飲食店 JS-0002-4416

セントポーリアこどもの国店 横浜市青葉区 奈良５－１６－１　　 飲食店 PK-0000-1527

韓国風居酒屋　オソオセヨ 横浜市青葉区 美しが丘１－１０－８　第一みなもとビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-6840

やきにくレストラン横綱 横浜市青葉区 美しが丘１－１２－３　１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9815

ピッツェリア・エ・バールラ・ボラッチャ 横浜市青葉区 美しが丘１－１３－１０　吉村ビル１０５　 飲食店 ZN-0001-1484

和菜やなぎふぐ／はも 横浜市青葉区 美しが丘１－１３－１０　吉村ビル２０５　 飲食店 ZN-0001-5452

パラダイスたまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘１－５－８　モリヤビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5835

PADMAPALACE たまプラーザ 横浜市青葉区 美しが丘２－１２－７　　 飲食店 ZN-0001-2841

ステーキハウス 岩下正明 横浜市青葉区 美しが丘２－１４－１２　T.I ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-3757

焼き鳥 COCCO 横浜市青葉区 美しが丘２－１４－６　ニュー等々力１０２　 飲食店 ZN-0001-1587

御気楽お台所たまぷらはらペコッ 横浜市青葉区 美しが丘２－１５－４　プラザサウスウエストＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-6593

Herjie’s 横浜市青葉区 美しが丘２－１６－１　グロープラザビル２０６　 飲食店 ZN-0001-2726

黒龍 横浜市青葉区 美しが丘２－１６－１　グロープラザビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9656
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OKATTEFUMOTO 横浜市青葉区 美しが丘２－１６－７　佐々木ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1889

CONA たまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘２－１７－１９　たまプラーザ YJ ビル　 飲食店 ZN-2000-4927

オールドオーク 横浜市青葉区 美しが丘２－１７－４０　　 飲食店 ZN-0000-9673

佐藤 横浜市青葉区 美しが丘２－１７－４１　第二ミナモトビル１０５　 飲食店 ZN-0001-0000

Merengue たまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘２－１７－５　ROOF １２５B　１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6500

nemo 横浜市青葉区 美しが丘２－１８－２２　PetiteCerisier １Ｆ 飲食店 JS-0002-1065

マリーアレル 横浜市青葉区 美しが丘２－１８－９　　 飲食店 ZN-0000-9818

鮨ぎん 横浜市青葉区 美しが丘２－１８－９　　 飲食店 ZN-0001-0064

しの家 横浜市青葉区 美しが丘２－２０－１５　プラザウイスタリア１Ｆ 飲食店 JS-0000-2174

十八番屋 横浜市青葉区 美しが丘２－２０－１５　プラザウィスタリア２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0880

うれし乃 横浜市青葉区 美しが丘２－２１－１　第２キングビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7872

たまぷらとと炉 横浜市青葉区 美しが丘２－２１－１２　Y ４５たまぷらーざビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-6447

ステーキむら 横浜市青葉区 美しが丘２－３４－７　　 飲食店 ZN-0001-5449

ラムギ屋 横浜市青葉区 美しが丘４－１９－１　第三グリーンシティビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0302

小谷 横浜市青葉区 美しが丘４－１９－１９－１０５ 飲食店 JS-0003-2880

天ぷら佐藤 横浜市青葉区 美しが丘５－１－５　第３吉春ビル１０５　 飲食店 ZN-0001-0166

モンスーンカフェ たまプラーザ 横浜市青葉区 美しが丘５－２－１５　 飲食店 AX-2000-0093

居酒屋だいちゅん家 横浜市青葉区 美しが丘西２－３－４　　 飲食店 PK-0000-0414

コスモサイクル 横浜市青葉区 あざみ野１－２６－７　メゾンあざみ野１Ｆ ショッピング JS-0005-6319

アムリタ 横浜市青葉区 あざみ野２－１２－１　丸善ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5213

プロショップ MOGI 横浜市青葉区 あざみ野２－１２－４　小川ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-1538

マリエール 横浜市青葉区 あざみ野２－２８－２　　 ショッピング ZN-0001-2756

志田文具店 横浜市青葉区 あざみ野２－９－１３　サンサーラあざみ野１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-2129

きらく屋 横浜市青葉区 しらとり台１－８ ショッピング JS-0001-7774

アズコット 横浜市青葉区 しらとり台３４－４ ショッピング JS-0000-1751

轍屋自転車店 横浜市青葉区 すみよし台２９－４　ビラすみよし台１０２ ショッピング JS-0003-7446

はんこ広場青葉台店 横浜市青葉区 つつじが丘１０－１ ショッピング JS-0000-4828

クロロフイル青葉台美顔教室 横浜市青葉区 つつじが丘２３－１１　ヒカリメゾン青葉台５０６ ショッピング JS-0005-0830

gallerya 横浜市青葉区 つつじが丘２３－８ ショッピング JS-0000-6067

はんこ屋さん 21 横浜青葉台店 横浜市青葉区 つつじが丘２４－２０　　 ショッピング ZN-0001-2912

青葉メガネ 横浜市青葉区 つつじが丘６－４３　　 ショッピング ZN-2000-1087

cyclistOGGI 横浜市青葉区 みすずが丘２－２９ ショッピング JS-0005-1917

イタリア商事 1F 横浜市青葉区 荏田町１４３－１　１Ｆ ショッピング JS-0002-9279

HolySmoke 横浜市青葉区 荏田町３０５－２ ショッピング JS-0005-0190

スクールショップ現金屋 横浜市青葉区 荏田町４２８－７　　 ショッピング ZN-0001-0731

ラスティーク 横浜市青葉区 荏田北３－２－３　サンハイツ１０１ ショッピング JS-0005-7392

ラスティーク 横浜市青葉区 荏田北３－２－３　サンハイツ１０１ ショッピング SL-2000-5863

パティスリーカフェエムロード 横浜市青葉区 柿の木台１４－２　キャクタス柿の木台１Ｆ　 ショッピング PK-0000-0725

MATISSE 横浜市青葉区 桜台２９－１　イサミビル１－１００２ ショッピング JS-0004-9186

ヤマセン 横浜市青葉区 桜台２９－１６ ショッピング JS-0005-5558

パティスリーグランウール 横浜市青葉区 市ヶ尾町１０５４－７ ショッピング JS-0005-5821

A．shop 横浜市青葉区 市ヶ尾町１０６２－１　ローゼ市が尾１０７ ショッピング JS-0002-8428

ジョイフロリスト市が尾本店 横浜市青葉区 市ヶ尾町１０６３－１　エクセル市ヶ尾　 ショッピング ZN-0002-9388

快眠ショップ 眠りのお部屋 横浜市青葉区 市ヶ尾町１１５３－４　パークアベニュービル ショッピング SL-2000-2972
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ノンノン 横浜市青葉区 市ヶ尾町１１５４　アルファード市ケ尾１Ｆ ショッピング JS-0003-8161

ソニーショップセレック 横浜市青葉区 市ヶ尾町１１６２－１ ショッピング JS-0000-3721

市が尾メガネ 横浜市青葉区 市ヶ尾町１１６７－２　 ショッピング SL-2000-2195

YS ロックあおば 横浜市青葉区 市ヶ尾町１１６９－１２　２Ｆ ショッピング JS-0003-8668

アーユスショップ 横浜市青葉区 市ヶ尾町１１７５－９　リベ－ル市ヶ尾５０１　 ショッピング PK-0000-8502

プロショップ東名横浜青葉インター店 横浜市青葉区 市ヶ尾町７１１－６　フォレスト市ヶ尾１Ｆ ショッピング JS-0003-2945

有限会社ゴルフアイランド青葉 横浜市青葉区 新石川１－３３ ショッピング JS-0002-3443

Lak．Lak 横浜市青葉区 新石川２－１３－１７　プラドたまプラーザ１０３ ショッピング JS-0000-8959

マホガニー 横浜市青葉区 新石川２－３－９　ヤジマビルＡ ショッピング JS-0000-1896

青葉台ガーデン 横浜市青葉区 青葉台２－９－５ ショッピング JS-0000-3377

横浜総合病院売店 横浜市青葉区 鉄町２２０１ ショッピング JS-0005-3126

コスモ薬局　田奈店 1 横浜市青葉区 田奈町１５－４　田奈駅前クリニックビル１０１　 ショッピング PK-0000-8604

バイクレンジャー SHINKU 横浜市青葉区 田奈町４３－２　　 ショッピング ZN-2000-2848

なかむら青果 横浜市青葉区 藤が丘１－２４－７　　 ショッピング PK-0000-8333

藤が丘薬局 横浜市青葉区 藤が丘２－５－３ ショッピング JS-0001-9036

ネイティブフラワーイーダ　藤が丘駅 横浜市青葉区 藤が丘２－５－４　　 ショッピング PK-0000-8595

にっこう生活館 横浜市青葉区 奈良１－１８－１４ ショッピング JS-0002-3615

金子園こどもの国店 横浜市青葉区 奈良１－２－１　三和こどもの国店１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-2853

田辺薬局横浜奈良店 横浜市青葉区 奈良町１５６６－２１５ ショッピング JS-0004-7523

カラーズ 横浜市青葉区 梅が丘７－１６　クレール梅が丘１Ｆ ショッピング JS-0003-8609

3rd たまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘１－１１－１０　ポリニアＡ　 ショッピング ZN-0002-6506

3rd　たまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘１－１１－１０－Ａ　 ショッピング PK-0000-8343

ミカド 横浜市青葉区 美しが丘１－２３－３－１０３ ショッピング JS-0003-9947

ラパロ G 店 横浜市青葉区 美しが丘２－１６－１　グロープラザ１０３　 ショッピング ZN-0002-9208

茶菓あずきや 横浜市青葉区 美しが丘２－１８－９　ニュ－ライフビル１０３　 ショッピング PK-0000-6098

クシャナ 横浜市青葉区 美しが丘２－１９－６　曙ビル２・３Ｆ　 ショッピング ZN-0002-9517

ホビープラザ 横浜市青葉区 美しが丘２－２０－１　美しが丘アレー１０１　 ショッピング ZN-0003-1444

スポーツ TOTAI 横浜市青葉区 美しが丘２－２１－１　キンクビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-1906

株式会社なとり電化プラザ 横浜市青葉区 美しが丘４－１－２２ ショッピング JS-0000-3915

もめんいろ 横浜市青葉区 美しが丘４－１－２２ ショッピング JS-0005-5857

ラ・フランス 横浜市青葉区 美しが丘４－１－４－１０２ ショッピング JS-0000-1367

ブティックセリーズたまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘５－１－５ ショッピング JS-0003-9007

ラックたまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘５－１－５　第三吉春ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-1496

Un voyage de fleurs 横浜市青葉区 美しが丘５－１－５－１０６　 ショッピング SL-2001-0284

CafeSoWa 横浜市青葉区 美しが丘５－１－５－１１０　第３吉春ビル　 ショッピング ZN-0001-1521

メガネのフルヤタマプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘５－１－５２ ショッピング JS-0004-2443

DEPAK 横浜市青葉区 美しが丘５－２－１４　たまセンター第２ビル１０２ ショッピング SL-2001-1842

買蔵たまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘５－２－１４たまセンター第２ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-0077

THESHOWroom 横浜市青葉区 美しが丘５－２７－１６　平野グランドハイツ１０２ ショッピング ZN-2000-1585

オートファイン 横浜市青葉区 美しが丘西３－２－７ ショッピング JS-0003-6443

クリーニンググッドあざみ野店 横浜市青葉区 あざみ野１－２６－４ サービス JS-0005-4197

アンジェリック 横浜市青葉区 あざみ野１－７－６　ヴィヴァーチェあざみ野１Ｆ サービス JS-0002-3903

KIRA Beauty 横浜市青葉区 あざみ野４－２１－１３　 サービス SL-2000-1989

あざみ野ペットクリニック 横浜市青葉区 あざみ野南２－１１－１８　正和ビル１Ｆ サービス JS-0000-2777
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美容室 NAP 横浜市青葉区 あざみ野南２－６－１５ サービス JS-0004-5499

田園都市長生館 横浜市青葉区 しらとり台２－６７　グリ－ンバル１Ｆ　 サービス PK-0000-4313

parfait 横浜市青葉区 しらとり台３４－４　三部ビルＢ　 サービス ZN-0001-2961

COLOURJACQUES すすき野 横浜市青葉区 すすき野２－５－４　すすき野とうきゅう２Ｆ サービス JS-0005-6928

Lecouel 青葉台 横浜市青葉区 つつじが丘２４－１９　パームガーデン１０１　 サービス ZN-0000-9684

カムカム 横浜市青葉区 つつじが丘２９－１　　 サービス ZN-2000-0812

ラブリークリーニング青葉台店 横浜市青葉区 つつじが丘２９－４ サービス JS-0005-2930

hair salon uneFete 横浜市青葉区 もえぎ野６－２６　１Ｆ サービス JS-0001-2729

クリーニングあざみ野店 横浜市青葉区 荏子田３－１２－２６ サービス JS-0004-3071

TKBeautySpace 横浜市青葉区 荏田町１２３６－７　　 サービス ZN-0002-3951

クレアベレッツァ 横浜市青葉区 荏田北１－２－８　ユーワビル１Ｆ サービス ZN-0001-2572

紬 横浜市青葉区 榎が丘５－５　モンターナ青葉台１Ｆ サービス JS-0005-4765

ふじがおか整骨院 横浜市青葉区 柿の木台４－１　 サービス SL-2000-1434

plum 横浜市青葉区 桂台１－１２－２５　ボナール５　１Ｆ サービス JS-0000-1118

フォレスト動物病院 横浜市青葉区 黒須田３３－６ サービス JS-0004-4010

幸栄舎クリーニング桜台店 横浜市青葉区 桜台１－７ サービス JS-0005-5970

可愛動物病院 横浜市青葉区 桜台１－８３　 サービス SL-2000-9021

整体院 中澤 横浜市青葉区 桜台２６－２８　ハウスアルジャン１Ｆ サービス JS-0004-3686

あおば自然療法室 横浜市青葉区 桜台２６－３８ サービス SL-2000-8928

メンズサロンハセガワ 横浜市青葉区 桜台２９－１５　　 サービス ZN-0002-4137

HAIRMAKEOrangeCoco 横浜市青葉区 市ヶ尾町１０６４－５　市ヶ尾駅前森ビル サービス JS-0001-4327

toconova 横浜市青葉区 市ヶ尾町１１５５－３　セラビー市ヶ尾１Ｆ　 サービス ZN-0001-1485

COLOURJACQUES 市が尾 横浜市青葉区 市ヶ尾町１１５７－１　市ヶ尾ｱﾈｯｸｽｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ１Ｆ サービス JS-0005-6947

クリーニング WAKO 市ヶ尾店 横浜市青葉区 市ヶ尾町１１６７－１ サービス JS-0005-6726

Anima 横浜市青葉区 市ヶ尾町１１６８－２　センタービル１Ｆ　 サービス ZN-0002-9184

田園山田動物病院 横浜市青葉区 市ヶ尾町１１６８－２１ サービス JS-0002-8890

Fleur たまプラーザ 横浜市青葉区 新石川２－１３－１６　miu たまプラーザ１Ｆ　 サービス ZN-0000-9618

LyckaLenne 横浜市青葉区 新石川２－３－１５　ディアコートサウス１０１　 サービス ZN-0001-1689

m・slashbonheur たまプラーザ 横浜市青葉区 新石川２－３－３　YK ビル２Ｆ　 サービス ZN-0000-9804

アンジェリックカーム 横浜市青葉区 新石川２－３－５　クレールたまプラーザ２Ｆ サービス JS-0002-4130

OAK たまプラーザ 横浜市青葉区 新石川２－９－１０ サービス JS-0005-0734

insence たまプラーザ 横浜市青葉区 新石川３－１４－１４　ｳｪﾙﾌｪｱｽﾃｰｼﾞたまﾌﾟﾗｰｻﾞﾚｸｼｵＢ１Ｆ サービス ZN-0001-0076

幸栄舎クリーニング青葉台店 横浜市青葉区 青葉台１－１５－２２ サービス JS-0005-5973

POLARIS 横浜市青葉区 青葉台１－３２－４１　１Ｆ サービス JS-0005-0644

salon de merci 横浜市青葉区 青葉台１－５－７　司ビル２Ｆ サービス SL-2000-9967

ボディーバランス 横浜市青葉区 青葉台２－１０－１１　水交ビル２Ｆ　 サービス SL-2000-9665

プラーチェ青葉台店 横浜市青葉区 青葉台２－５－１１　ケンショウ第７ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-0330

美容室プリーズ・ワン 横浜市青葉区 青葉台２－５－６　初音ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-2120

accahairsalon 横浜市青葉区 青葉台２－５－７ サービス SL-2000-2317

T － Bear 横浜市青葉区 青葉台２－５－７　松田ビル４Ｆ サービス JS-0003-2407

美容室ヌビア 横浜市青葉区 藤が丘２－１－７　横山ビル２Ｆ サービス JS-0000-7698

髪風船 横浜市青葉区 藤が丘２－３－３　第２飯田ビル２０１　 サービス ZN-0002-9422

美容室サロット 横浜市青葉区 奈良５－１６－９ サービス JS-0005-7195

クリーニンググッドこどもの国店 横浜市青葉区 奈良５－４－１７ サービス JS-0005-4194
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井組自動車工業 横浜市青葉区 奈良町１８４３－８０ サービス JS-0003-6727

Lulu どうぶつ病院 横浜市青葉区 美しが丘１－１０－１３　US ビル２Ｆ サービス JS-0004-8503

クリーニングあざみ野 2 号店 横浜市青葉区 美しが丘１－１２－１ サービス JS-0004-3072

SENGOKU たまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘１－１３－１０　吉村ビル１０１　 サービス ZN-0001-1253

クリーニンググッドたまプラーザ 1 号店 横浜市青葉区 美しが丘２－１２－７ サービス JS-0005-4208

AMNESIA 横浜市青葉区 美しが丘２－１２－７　陽和台美しが丘１Ｆ サービス JS-0004-6064

ビアンカ 横浜市青葉区 美しが丘２－１５－２　黒沼ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-2213

Lycka 横浜市青葉区 美しが丘２－１６－１　グロープラザビル１０２　 サービス ZN-0001-1016

たまプラーザどうぶつクリニック 横浜市青葉区 美しが丘２－２０－１５　プラザウィスタリア５０１ サービス JS-0001-8255

アルソーレ 横浜市青葉区 美しが丘２－２１－１　キングビル２０２ サービス JS-0001-1878

LyckaBersa 横浜市青葉区 美しが丘２－２１－２　第一キングビル１Ｆ サービス ZN-0001-0600

レ エール 横浜市青葉区 美しが丘５－１－５２　フルヤビル３Ｆ サービス JS-0003-0532

クリーニンググッドたまプラーザ 2 号店 横浜市青葉区 美しが丘５－２－１７ サービス JS-0005-4192

ギャラリーコンティーナ 横浜市青葉区 美しが丘５－７－４１ サービス JS-0002-5340

カットハウスアイザワ 横浜市青葉区 美しが丘西２－２６－４１ サービス JS-0004-9256

kokuri 横浜市青葉区 美しが丘西２－３－３　１Ｆ サービス JS-0003-4741

焼肉ハウス マンボウ 横浜市青葉区 あざみ野南２－４－２　シャルドービル１０２　 その他 SL-2000-4490

ワールドワイドペットスパアンドホテル 横浜市青葉区 青葉台２－２６－５ その他 JS-0000-8032

みのり鮨 横浜市都筑区 荏田東１－１６－１６　　 飲食店 ZN-0001-1451

CafeOREO 横浜市都筑区 荏田東４－８－３－１０１　 飲食店 PK-0000-2540

一禅 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央１０－１７　カスタネア１Ｆ 飲食店 JS-0002-8755

Bim Bum Bam 横浜市都筑区 茅ケ崎中央１３－１６　クレール１番館 飲食店 SL-2000-2358

中国小皿料理龍山坊 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央１３－２　宮下ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0904

横浜のすし勘 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央１５－１　第三幸喜ビル１０２ 飲食店 JS-0002-9669

和ダイニング凪絆 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央２０－６　アブールＫ１Ｆ 飲食店 JS-0000-7705

旨い肴＆くつろぎの空間 やまと 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央２１－８　プレジール１Ｆ 飲食店 JS-0002-7582

居酒屋一波 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央２８－１３－１０１ 飲食店 JS-0003-5215

芳香園センター南店 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央３－２５　　 飲食店 ZN-0001-0963

炭火焼和めし処しんぱち食堂 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央３－２５　auneKOHOKU ３Ｆ 飲食店 ZN-0001-0531

うえさわ 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央４２－１３　ヒューマンハイツセンター南１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9728

Darts ＆ MusicBARS 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央４６－５　カネキビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-6041

博多天ぷらたかお 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央６－１　サウスウッド２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3515

横濱一品香センター南店 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央６－１　サウスウッド２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9700

MOSSAN 横浜市都筑区 茅ヶ崎南５－２－６　センタービレッジグリーン１０５　 飲食店 ZN-2000-3001

ヴィーノヴィーノ 横浜市都筑区 牛久保１－１－６５　　 飲食店 ZN-0000-9735

MAKANMAKAN 横浜市都筑区 見花山１４－１ 飲食店 JS-0000-8643

とんかつ稲港北ニュータウン店 横浜市都筑区 高山１－４１　エトワール富士見ヶ丘１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9764

乃ぶ寿し 横浜市都筑区 佐江戸町６６１－５ 飲食店 JS-0005-0480

R ＆ R 横浜市都筑区 川和町２２９６－８　　 飲食店 ZN-2000-2490

牛まる 都筑店 横浜市都筑区 早渕３－３７－７　　 飲食店 ZN-0001-0589

ソナム 横浜市都筑区 大丸４－１　　 飲食店 ZN-0001-1764

むくの実亭 横浜市都筑区 池辺町２０７２ 飲食店 JS-0000-1949

Trattoria La ふぁりーな 横浜市都筑区 中川１－１０－２　中川センタービル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6025

トラットリア パッセジャータ 横浜市都筑区 中川１－６－３５　中川カスケード１０１ 飲食店 JS-0001-3514
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梅蘭センター北店 横浜市都筑区 中川中央１－１－３　ショッピングタウンあいたい３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9658

麻布茶房センター北店 横浜市都筑区 中川中央１－１－５　YOTSUBAKO ３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6292

広東料理天啓 横浜市都筑区 中川中央１－１－５　YOTSUBAKO ７Ｆ 飲食店 JS-0005-5887

とんかつ稲モザイクモール港北店 横浜市都筑区 中川中央１－３１－１　モザイクモール港北５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7049

和風だいにんぐ新 横浜市都筑区 中川中央１－３－１４　IS グランデセンター北１０１　 飲食店 ZN-2000-0830

えいりい亭 横浜市都筑区 中川中央１－３３－７　アークレスト２Ｆ 飲食店 JS-0002-1146

燻製ダイニング 煙ぷらす 横浜市都筑区 中川中央１－３７－２１　 飲食店 SL-2000-3579

亀の甲 横浜市都筑区 中川中央１－３８－１５　KU ６番館２０１ 飲食店 JS-0004-8047

浜の台所おらが 横浜市都筑区 中川中央１－３８－４　　 飲食店 ZN-0001-0178

えん結び 横浜市都筑区 中川中央１－３８－５　１Ｆ 飲食店 JS-0002-7583

Ghibli 横浜市都筑区 中川中央１－３８－６　メゾンフォーサイト１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0763

イの一番屋 横浜市都筑区 中川中央１－３９－４　マイキャッスルセンター北２　Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-0962

創作料理 SuZu 横浜市都筑区 中川中央１－５－４　センター北ミレナリオビル１０１ 飲食店 JS-0002-1262

青蓮センター北店 横浜市都筑区 中川中央２－７－１　港北みなも１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0260

HIGH TOUCH 横浜市都筑区 仲町台１－１０－１５　　 飲食店 ZN-0001-1737

HOT PEACE 横浜市都筑区 仲町台１－１０－５　アペックスヒルズ弐番館Ａ－１０１ 飲食店 JS-0000-2483

MMING 横浜市都筑区 仲町台１－２－２０　フロンティアビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8883

都筑楽山 横浜市都筑区 仲町台１－２－２３　１Ｆ 飲食店 JS-0000-2362

ラ・パッパ 横浜市都筑区 仲町台１－２－２３　デュオ仲町台２－Ａ 飲食店 JS-0001-6630

べったこ亭 仲町台店 横浜市都筑区 仲町台１－２－２６　　 飲食店 ZN-0001-0031

チキンすーぷライスいり 横浜市都筑区 仲町台１－２－２７　マウンテン１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0759

和食ダイニング紅葉 横浜市都筑区 仲町台１－２－３１－１０１ 飲食店 JS-0000-8972

とんかつ稲仲町台駅前店 横浜市都筑区 仲町台１－２３－２２　　 飲食店 ZN-0000-9908

鮨はる松 横浜市都筑区 仲町台１－２８－１０　　 飲食店 ZN-0001-2293

スパイス　HUB 横浜市都筑区 仲町台１－３３－２３　パ－クサイドヒルズ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6590

フレスコ 横浜市都筑区 仲町台１－３３－３１　　 飲食店 ZN-0001-0075

一郎屋 仲町台店 横浜市都筑区 仲町台１－７－１８　ビューロー仲町台 飲食店 JS-0002-5725

そばじゅう 横浜市都筑区 仲町台１－７－６　　 飲食店 ZN-0001-2963

横浜ニュートン本店 横浜市都筑区 仲町台２－１８－８ 飲食店 JS-0000-5299

湯島寿司 横浜市都筑区 東山田町８６７ 飲食店 ZN-0002-2502

エベレストキッチン北山田 横浜市都筑区 北山田１－１２－４ 飲食店 JS-0002-9862

ラブリークリーニング北山田店 横浜市都筑区 北山田１－１２－４ 飲食店 JS-0004-9686

Bigmamacafe 横浜市都筑区 北山田２－４－２０　ヴァンクレール２　１Ｆ 飲食店 ZN-0002-3068

TEZZO BASE 横浜市都筑区 荏田東２－９－１ ショッピング JS-0000-0711

ユーズドショップクラウド家具館 横浜市都筑区 荏田南５－１－５　１Ｆ ショッピング JS-0002-7998

ユーズドショップクラウド本館 横浜市都筑区 荏田南５－１－５　１Ｆ ショッピング JS-0002-8042

カープロテクト 横浜市都筑区 荏田南５－２１－３０　シエルみずきが丘１Ｆ ショッピング JS-0004-1105

ベーカリー南 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央　１３－１－１０１　 ショッピング PK-0000-2224

KAZIKA 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央２１－２－１０２ ショッピング JS-0000-1622

SkipDog ！ 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央２９－８　１Ｆ ショッピング JS-0003-7848

パティスリーイケダ 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央４６－１４　第２フローリッシュビル１０１ ショッピング JS-0001-2919

ケーキハウス Noriko 横浜市都筑区 茅ヶ崎東２－１－１２　ギャラリーＫ　 ショッピング ZN-2000-7364

Atelier RONDE 横浜市都筑区 茅ヶ崎南２－１９－１８　Ｃスクエア１Ｆ ショッピング JS-0002-5717

エルフラット 横浜市都筑区 茅ヶ崎南２－２０－５　　 ショッピング PK-0000-0419
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Mighty House 横浜市都筑区 見花山２９－１　 ショッピング SL-2000-9243

銀座 藤むら 横浜市都筑区 折本町１７２２－１　 ショッピング SL-2000-7843

クローバー都筑店 横浜市都筑区 川向町１６１－３　　 ショッピング ZN-0002-6534

マニアックススタジアム 横浜市都筑区 川向町８５５－１ ショッピング JS-0005-4732

カーショップ緑 横浜市都筑区 川和町１５４６ ショッピング JS-0002-5985

Grazio ＆ Co． 横浜市都筑区 川和町１６０３－２ ショッピング JS-0000-5313

［HC］有限会社佐野電気商会 横浜市都筑区 川和町２２９６－４ ショッピング JS-0001-8210

イエローフラッグ 横浜市都筑区 大丸１７－３　 ショッピング SL-2000-4975

ミスティ 横浜市都筑区 大熊町２９－１　　 ショッピング ZN-0002-9298

フライフィッシングショップなごみ 横浜市都筑区 大熊町８７ ショッピング JS-0000-5480

職人の館 忠臣蔵 横浜市都筑区 大棚町３８１ ショッピング JS-0002-7148

グリーンフラッグ第二センター 横浜市都筑区 池辺町３２４６－１ ショッピング JS-0003-8696

株式会社 新整 横浜市都筑区 池辺町３９７６　 ショッピング SL-2000-2608

C －スタイル横浜池辺店 横浜市都筑区 池辺町４３６４　アムフルス１０２ ショッピング JS-0000-6086

（有）マンデーサービス 横浜市都筑区 池辺町４４５６ ショッピング JS-0001-6950

ジーエフシーサービス 横浜市都筑区 池辺町４８２７－３　　 ショッピング ZN-2000-0115

フラワーショップ K ＆ A 横浜市都筑区 中川１－２１－３ ショッピング JS-0001-0856

マックサーフ 横浜市都筑区 中川１－５－１７－１０１　 ショッピング ZN-0002-5930

ポンパドウル センター北店 横浜市都筑区 中川中央１－１－３　ショッピングタウンあいたい２Ｆ ショッピング SL-2000-1481

TWINSCRICKET 横浜市都筑区 中川中央１－２３－６　ビーヴァリー北１０１　 ショッピング ZN-0001-2040

てるてるランド港北ミナモ店 横浜市都筑区 中川中央２－７－１　港北みなも１Ｆ ショッピング JS-0003-5867

フィット 横浜市都筑区 仲町台１－３０－２ ショッピング JS-0005-4747

Euphonica 横浜市都筑区 仲町台１－３３－１９　 ショッピング SL-2000-1297

ドルフィンズ 横浜市都筑区 仲町台２－１０－５　　 ショッピング ZN-2000-0824

モト・ラボロ 横浜市都筑区 仲町台４－１－５　マッシュアベニュー１Ｆ ショッピング JS-0004-0949

スリーエス都筑オンライン店 横浜市都筑区 東山田４－４１－２５　　 ショッピング PK-0000-2394

エーゼットオート横浜 横浜市都筑区 東山田町８９４ ショッピング JS-0003-5292

ジーエフシーサービス横浜東方支店 横浜市都筑区 東方町１２９１－１　　 ショッピング ZN-2000-0801

ナチュラルファクトリー 1 横浜市都筑区 南山田町４０７６－３　　 ショッピング PK-0000-0252

タイヤショップ HTF 横浜都筑店 横浜市都筑区 南山田町４１５０ ショッピング JS-0003-2189

AXIS YOKOHAMA 横浜市都筑区 北山田１－１２－９ ショッピング JS-0000-4433

ガッツリィジャパン港北ニュータウン店 横浜市都筑区 北山田２－２－１１　KS ビル２Ｆ ショッピング JS-0001-1355

ビオラ薬局 横浜市都筑区 すみれが丘１３－６ サービス JS-0002-9221

グートスポーツ株式会社 横浜市都筑区 荏田南２－１０－２０ サービス JS-0001-0776

ペット医療センター 横浜市都筑区 荏田南３－３５－５ サービス JS-0000-1795

クリーンネット荏田南 横浜市都筑区 荏田南５－１－１８ サービス JS-0003-3939

ニコニコレンタカー横浜荏田南店 横浜市都筑区 荏田南５－７－７ サービス JS-0005-0668

ラブリークリーニングふれあいの丘店 横浜市都筑区 葛が谷１０－１６ サービス JS-0005-2950

モイスト 横浜市都筑区 葛が谷１３－２０　リーズヒルヨコハマ１Ｆ サービス ZN-2000-6697

横浜市パスポートセンター写真スタジオ 横浜市都筑区 茅ケ崎中央１－１　センター南駅１Ｆ サービス JS-0005-8011

エスシオ 横浜センター南店 横浜市都筑区 茅ケ崎中央１３－１６　クレール一番館２Ｆ サービス JS-0005-9630

M．SLASH SOL 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央１７－２２　　 サービス ZN-0000-9771

M．SLASH SOL 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央１７－２２　　 サービス ZN-0000-9805

CLOUDRoom’s1 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央１９－３　センタ－南ビル３Ｆ　 サービス PK-0000-0224
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SUPERSESSION センター南店 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央１９－８　　 サービス ZN-0001-2927

Msmile 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央２０－６　アーブル K ２Ｆ サービス JS-0003-2478

OAK センター南店 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央２１－１１　ソレーユみなみ２Ｆ サービス JS-0005-6939

PlumeriaByLily’sNail 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央２１－１１　ソレーユみなみ３Ｆ　 サービス ZN-0001-0782

M．SLASH センター南店 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央２１－６　　 サービス ZN-0000-9746

HairMake ー upByakko 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央２５－７　フォーラスプラザ１Ｆ サービス JS-0005-9072

K － Beauty 美 IN 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央４１－８　プラハ横浜センター南２０１ サービス JS-0004-6461

hairdesigncheerful 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央４４－１１　センター南駅前ビル２０１ サービス ZN-0001-0387

KIIro 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央４４－１４　ミヨシビル２０１　 サービス ZN-0001-1714

さくカイロプラクティック 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央４４－１４　ミヨシビル３０１ サービス JS-0002-2820

ILIO 港北東急店 横浜市都筑区 茅ケ崎中央５－１ サービス JS-0005-6249

ASSIST 横浜 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央５－１　港北 TOKYU S.C. １Ｆ　 サービス ZN-2000-6583

センター南整骨院 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央５２－２　港北エストラッド４０１ サービス JS-0001-9940

Lounge 横浜市都筑区 茅ケ崎中央６－１　サウスウッド２Ｆ サービス SL-2000-8447

Umineko 美容室センター南 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央７－１０　ア－トヒルズセンタ－南２０３　 サービス PK-0000-1328

サロンデュアプレセンター南店 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央８－３８　ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝﾌﾌﾟﾗｻﾞｾﾝﾀｰ南１０２ サービス JS-0002-1145

ポノポノ hair ＋ cafe 横浜市都筑区 茅ヶ崎東３－１７－３５　港北ﾆｭｰﾀｳﾝﾊﾟﾚｽＢ１-2 サービス JS-0001-0761

FACE センター南店 横浜市都筑区 茅ヶ崎東３－２６－２　サウスウィング１Ｆ サービス JS-0003-8685

CMS どうぶつの病院 横浜市都筑区 茅ヶ崎東３－６－２７ サービス JS-0001-1622

セカンドフェイズ 横浜市都筑区 茅ヶ崎東３－６－２７　サンモール茅ヶ崎１０４　 サービス ZN-0002-9465

WORLDWIDE 横浜市都筑区 茅ヶ崎南２－１４－８　　 サービス PK-0000-1539

Tink センター南 横浜市都筑区 茅ヶ崎南４－１－３３　アーバンワイド２１　１Ｆ　 サービス ZN-0000-3559

Alaise 横浜市都筑区 牛久保西１－２－２　ガーデンコテージＢ１Ａ サービス JS-0003-5228

カーボックス横浜株式会社 横浜市都筑区 牛久保西３－１３－２３ サービス JS-0003-7409

アダチオート 横浜市都筑区 佐江戸町２５３ サービス JS-0000-1659

シュービ 横浜市都筑区 川向町７８７－１　　 サービス ZN-2000-0517

井組自動車工業都筑テクニカルショップ 横浜市都筑区 川和町２６７ サービス JS-0003-6647

松本レンタカー 横浜市都筑区 川和町８６－３ サービス JS-0004-1211

川和マリン薬局 横浜市都筑区 川和町９９５－２ サービス JS-0001-7405

株式会社カーヒストリー 横浜市都筑区 早渕１－１６－５３ サービス JS-0001-3619

PAMS 横浜市都筑区 早渕１－２４－１７ サービス JS-0002-5857

ガレージブル 横浜市都筑区 早渕１－２５－１７　第７西山ビル１Ｆ サービス JS-0002-2722

合同会社東洋モータース 横浜市都筑区 早渕１－２８－４ サービス JS-0003-7896

ながき鍼灸整骨院 横浜市都筑区 早渕３－３７－７　ビラージュ早渕 サービス JS-0004-8685

ケイズヴェルクシュタット 横浜市都筑区 大棚町６６５－１ サービス JS-0002-8398

オートライン 横浜市都筑区 池辺町１９５７－１ サービス JS-0002-8950

ハーモニー薬局いけべ 横浜市都筑区 池辺町２４４３－１ サービス JS-0004-4195

ミヤゴウ自動車 横浜市都筑区 池辺町３３５１ サービス JS-0003-0626

シロヤクリーニング鴨居店 横浜市都筑区 池辺町４４３０　信誠ビル１Ｆ サービス JS-0004-3107

イーマックス 横浜市都筑区 池辺町４４６４ サービス JS-0002-7491

トーニチユニオンサービス 横浜市都筑区 池辺町４５３２ サービス JS-0002-9180

トーニチユニオンサービス 横浜市都筑区 池辺町４５４４ サービス JS-0002-9175

アバンテオートサービス 横浜市都筑区 池辺町４８９０－３ サービス JS-0003-0649

．．．＆ ho（アンド ホォ） 横浜市都筑区 中川中央１－　３－３パ－クホ－ムズセンタ－北２０３ サービス SL-2000-6940
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＋ nachu センター北ヨツバコ店 横浜市都筑区 中川中央１－１－５　YOTSUBAKO ６Ｆ サービス JS-0005-1391

hair salon M．plus 横浜市都筑区 中川中央１－１－５　YOTSUBAKO ６Ｆ サービス SL-2000-4799

F・T・Ynail 横浜市都筑区 中川中央１－１－５　YOTSUBAKO ６Ｆ サービス ZN-0002-2842

アクアタイム 横浜市都筑区 中川中央１－２３－１７　フォーレストビル４Ｆ サービス JS-0004-1963

アイシェルジュセンター北店 横浜市都筑区 中川中央１－２３－２　I・F ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-6074

Weedshair 横浜市都筑区 中川中央１－２４－２　坂口ビル１Ｆ サービス JS-0000-5814

iris 横浜市都筑区 中川中央１－２８－１５－１０１　ソフィアコート サービス JS-0003-6436

M．SLASH センター北店 横浜市都筑区 中川中央１－２９－２　　 サービス ZN-0000-3536

DAYSPAM．SLASH センター北店 横浜市都筑区 中川中央１－２９－２　　 サービス ZN-0000-5957

ラブリークリーニングプレミア店 横浜市都筑区 中川中央１－３０－１ サービス JS-0005-2940

mikei 横浜市都筑区 中川中央１－３３－１１　グランソフィール２０２ サービス AL-0000-0217

HairSeraph 横浜市都筑区 中川中央１－３４－４　エクセレント都筑２０１　 サービス ZN-0001-2605

SonorityNail 横浜市都筑区 中川中央１－３８－２　AMOR BLD　 サービス ZN-0001-2092

ファイヴダブリュー 横浜市都筑区 中川中央１－５－４　センター北ミレナリオビル２０１ サービス JS-0003-5724

ラブリークリーニングみなも店 横浜市都筑区 中川中央２－７－１　港北みなも内１１０ サービス JS-0004-9684

Hair ＆ Spa Kaiwa 横浜市都筑区 仲町台１－１４－２９ サービス SL-2000-9762

パンダ理容室 横浜市都筑区 仲町台１－１６－１ サービス JS-0002-6613

ヘアーファイン 横浜市都筑区 仲町台１－２－２３　２Ｆ　 サービス ZN-0002-3056

ホワイト急便仲町台ニュータウン店 横浜市都筑区 仲町台１－２－３２ サービス JS-0005-7099

たま整骨院横浜院 横浜市都筑区 仲町台１－２８－１８　サンビューノ仲町台１Ｆ サービス JS-0004-0271

ドギーズハート仲町台本店 横浜市都筑区 仲町台１－２８－７ サービス JS-0000-8914

パピリオ仲町台店 横浜市都筑区 仲町台１－２９－１０　　 サービス ZN-0002-9424

joujouhair 横浜市都筑区 仲町台１－７－２９　　 サービス ZN-2000-1790

ビビッド 横浜市都筑区 東山田４－３９－１９ サービス JS-0000-1151

ブラザーオートサービス 横浜市都筑区 東方町９３－１　　 サービス PK-0000-7868

ループス北山田店 横浜市都筑区 北山田１－１２－１３　エクセレント富士１Ａ サービス JS-0003-9059

北山田ハート整骨院 横浜市都筑区 北山田１－１２－１６ サービス JS-0003-4061

ホワイト急便 BLANC 北山田店 横浜市都筑区 北山田１－１２－１９ サービス JS-0005-6970

かるかも整体院 横浜市都筑区 北山田１－１４－３１　TNK ビル１Ｆ　 サービス PK-0000-2908

オレンジ薬局北山田店 横浜市都筑区 北山田１－７－１　ソニックス１７１ビル１Ｆ サービス JS-0001-9017

HAIR SALON DIG 横浜市都筑区 北山田１－８－１５　エスポワール１０２ サービス JS-0000-0573

Lu clair 横浜市都筑区 北山田１－９－３　ﾗｲｵﾝｽﾞ ST ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽｴｷﾆﾜ北山田２Ｆ サービス JS-0003-2185

リアン動物病院 横浜市都筑区 北山田２－１－３　GO 第２ビル１０２ サービス JS-0001-3715

cocoroom 横浜市都筑区 北山田２－２－１４　コンフォータブル１０１ サービス JS-0003-2319

Labellevie 横浜市都筑区 北山田２－３－３　RACA ３Ａ　 サービス ZN-0003-1159

MENTU CLUB 横浜市都筑区 北山田３－１２－１３　アルテミス２Ｆ　 サービス SL-2000-9742

petsalon amie 横浜市都筑区 北山田４－８－１９　クレスト石原１０３ サービス SL-2000-7873

シロヤクリーニング港北店 横浜市都筑区 北山田５－１７－５　ヨークマート港北店内 サービス JS-0004-3076

若草港北ニュータウン店 横浜市都筑区 勝田南１－１－４　シャトー冨美１Ｆ その他 SL-2000-7488

アミューズメントパークネバーランド 横浜市都筑区 中川中央１－３６－１６ その他 JS-0001-9884

イオナ フィットネススタジオ 横浜市都筑区 仲町台１－７－１８　ビューロー仲町台１０２ その他 JS-0004-7974

焼肉居食一本道 横浜市緑区 鴨居１－１５－１５　　 飲食店 ZN-0001-1553

炭火屋岳人 横浜市緑区 鴨居２－１７－１８ 飲食店 JS-0000-8489

うさぎ茶屋 横浜市緑区 鴨居２－１７－１８ 飲食店 JS-0001-4988
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鳥忠鴨居店 横浜市緑区 鴨居４－１－９ 飲食店 JS-0002-2817

居酒屋萬丸 横浜市緑区 鴨居４－３－１５　ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ１０１　 飲食店 ZN-0001-1192

琉球居酒屋 舞天 中山店 横浜市緑区 寺山町８７－８ 飲食店 JS-0000-0831

LEALE 十日市場店 横浜市緑区 十日市場町８１７－２　フォーラム８８　１０１ 飲食店 JS-0005-0537

LIVE cafe 2000 横浜市緑区 十日市場町８５５－３　第３ヴェルヴュー１Ｆ 飲食店 JS-0000-0471

家庭料理 花みずき 横浜市緑区 十日市場町８７２－１　ドエルフローラ２　１Ｆ 飲食店 JS-0001-9888

漁火 横浜市緑区 台村町１８７－１９　　 飲食店 ZN-0001-2068

とりまる 横浜市緑区 台村町３０９－１　　 飲食店 ZN-0001-1927

R 横浜市緑区 台村町３０９－１－０１０　　 飲食店 ZN-0002-3232

居酒屋さざん中山駅前店 横浜市緑区 台村町３２４　平野ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9807

Bar Wachi 横浜市緑区 中山１－２７－６　シロタ中山ハイツ　 飲食店 ZN-2000-0153

Ciel14 横浜市緑区 中山町１１３－１　ジョイプラザグリーンベル２Ｆ－Ｄ　 飲食店 ZN-2000-4759

萬丸中山店 横浜市緑区 中山町３２１－７　　 飲食店 ZN-0002-2116

居酒屋じなん坊 横浜市緑区 中山町３２２－１９　中山味ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-9521

旬彩屋 たか 横浜市緑区 中山町６３４　箱崎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6255

彩 横浜市緑区 長津田２－１－１　マークワンタワー１０３　 飲食店 ZN-0001-2373

横浜花むら 横浜市緑区 長津田２－１－１－１０４　　 飲食店 PK-0000-0833

みちのく長津田本店 横浜市緑区 長津田２－４－１７　　 飲食店 ZN-0001-2101

SOLAIA 横浜市緑区 長津田４－３－２　HTM ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1083

サワディーナマステ長津田店 横浜市緑区 長津田５－２－６０　フジヨシビル１Ｆ－１０２　 飲食店 ZN-0003-1356

遊膳酒房風や 横浜市緑区 長津田５－２－９　　 飲食店 ZN-0002-4061

エコーインテリア 横浜市緑区 鴨居１－１０－８　　 ショッピング ZN-2000-2079

アンドロメダ屋模型店 横浜市緑区 鴨居１－１１－２ ショッピング JS-0002-2819

えがお薬局 横浜市緑区 鴨居１－７－８　　 ショッピング PK-0000-8573

しろくま薬局 横浜市緑区 鴨居３－１－６　　 ショッピング PK-0000-8797

ブティックスペースユー 横浜市緑区 鴨居３－１－６　カモイイワマビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0001-2900

フジコンタクトハウス 横浜市緑区 鴨居４－１－９　明実ビル２Ｆ　 ショッピング SL-2000-8056

ジョイフロリスト中山店 横浜市緑区 寺山町８６　　 ショッピング ZN-0002-6492

山本商会 横浜市緑区 十日市場町８３６－３ ショッピング JS-0002-3665

山本商会 横浜市緑区 十日市場町８３６－３　　 ショッピング PK-0000-8622

あゆみ調剤薬局 横浜市緑区 青砥町１１２２－２　クエステ中山１０１ ショッピング JS-0004-7524

メガネの美和 横浜市緑区 台村町２２５　マルダイスクエア１Ｆ ショッピング JS-0003-9425

PRO Works 横浜市緑区 竹山１－５－１０　MM ２８ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-4233

横濱漢方堂 横浜市緑区 中山１－２３－１１　レインボウ中山 ショッピング JS-0003-7577

メガネ・補聴器ヤギ 横浜市緑区 中山町１５７　　 ショッピング ZN-0002-9179

ヤマグチ薬局中山店 横浜市緑区 中山町７４１－１　　 ショッピング ZN-0003-1707

有限会社 近藤薬局 横浜市緑区 長津田４－１－２２　 ショッピング SL-2001-0261

ロビンフット 横浜市緑区 長津田４－２－１７　　 ショッピング ZN-0002-9166

タイヤショップ長津田 横浜市緑区 長津田６－１０－３０　　 ショッピング ZN-0002-9114

アトリみなみ台店 横浜市緑区 長津田みなみ台５－２５－１０　 ショッピング SL-2000-6647

フローリストジューセン 横浜市緑区 長津田みなみ台５－２５－１３　フローラルガーデン１０１ ショッピング JS-0005-7346

フローリストジューセン 横浜市緑区 長津田みなみ台５－２５－１３　フローラルガーデン１０１ ショッピング SL-2000-3254

クリーニング 24 鴨居店 横浜市緑区 鴨居１－１０－１３ サービス JS-0004-3111

東京レンタル 横浜営業所 横浜市緑区 寺山町７４５－４５ サービス JS-0003-4542
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ラブリークリーニング中山店 横浜市緑区 寺山町８６ サービス JS-0004-9685

THREE BELL 横浜市緑区 寺山町９１７－１０　 サービス SL-2000-5527

ヘアーワークスクリエイション 横浜市緑区 十日市場町８０１－８　ホーネストプラザ東館２０１ サービス ZN-2000-3873

Hairspray 十日市場 横浜市緑区 十日市場町８１８－２　ダイエー十日市場店２Ｆ サービス JS-0005-6964

ラブリークリーニング十日市場店 横浜市緑区 十日市場町８５２－１ サービス JS-0005-2948

美顔 VIGAN 横浜アレルギー専門 横浜市緑区 十日市場町８７２－１９　エテルナ－３０５　 サービス PK-0000-0809

美容室プー 横浜市緑区 十日市場町８８１－４　　 サービス ZN-0003-1161

美容室 PAUSA 横浜市緑区 十日市場町８８５－１　KS ビル２Ｆ サービス SL-2000-5476

Tiedeur Hair Design 横浜市緑区 台村町２９２　ユニオンビル２Ｆ サービス SL-2001-0235

anslope 横浜市緑区 台村町３３９　キマージュ１０２ サービス JS-0002-0811

Hairspray 中山 横浜市緑区 中山１－４－１　中山とうきゅう４Ｆ サービス JS-0005-6938

ヤナギ薬局 横浜市緑区 中山５－３０－１２ サービス JS-0002-2630

natural’ef 横浜市緑区 中山町３０６－１５　パームビュービル１Ｆ　 サービス ZN-0001-2813

gra － up 長津田 横浜市緑区 長津田４－３－２　HTM ビル１Ｆ サービス JS-0000-2397

クリーニング 24 長津田店 横浜市緑区 長津田４－９－７　グランソフィア長津田駅前１ サービス JS-0004-3110

中野フォト・スタジオ 横浜市緑区 長津田６－１－３　　 サービス ZN-0002-3255

ヘアリゾートヴィボ 横浜市緑区 長津田みなみ台１－６－１　コリーナアロッジオ１Ｆ　 サービス ZN-0001-0887

Hairspray 長津田 横浜市緑区 長津田みなみ台４－６－１　スーパービバホーム２Ｆ サービス JS-0005-6946

有限会社ゼロ 横浜市緑区 長津田町５８０１－１１ サービス JS-0004-2645

ラブリークリーニング白山店 横浜市緑区 白山２－７－２ サービス JS-0005-2946

みどりのクジラ動物病院 横浜市緑区 霧が丘２－１６－３ サービス JS-0000-8319

CREVE 横浜市緑区 霧が丘２－４－６　　 サービス PK-0000-2845


