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MONSTERA CAFE 横浜市旭区 笹野台１－１－２７　三ツ境 SG ビル１０３ 飲食店 JS-0001-1971

うまいもの処うちやま 横浜市旭区 笹野台１－１－３５ 飲食店 JS-0004-3953

キッチン＆バル トントス 横浜市旭区 笹野台１－２８－１　イサミビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-8752

一品香若葉台店 横浜市旭区 上川井町５７８－１２　　 飲食店 ZN-2000-6509

やきとり工房 希望ヶ丘本店 横浜市旭区 中希望が丘１０２　ジョイビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9343

HopeCafe ＆ Bar 横浜市旭区 中希望が丘１０６－１２－１－Ａ　KK ビル希望ヶ丘１Ｆ 飲食店 ZN-2000-6796

ブタとチャンプルー 凡吾 横浜市旭区 中希望が丘９４　第１下渕ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2329

SPICEGARDEN 横浜市旭区 中希望が丘９４－４１　中希望ヶ丘ビジネスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4518

串かつ大臣 横浜市旭区 中希望が丘９９－８ 飲食店 JS-0003-2465

R25 横浜市旭区 鶴ヶ峰１－２－１１－２０２　奥村貸店舗　 飲食店 ZN-2000-0333

○座鶴ヶ峰店 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－２１　高見沢ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0773

紅燈籠 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－８２－１　ココロット鶴ケ峰　 飲食店 ZN-2000-6897

焼肉どうらく鶴ヶ峰 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－８２－１　ココロット鶴ヶ峰１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0301

LAHORERESTAURANT 横浜市旭区 鶴ヶ峰本町２－２－１ 飲食店 JS-0005-6153

本味楽横浜都岡店 横浜市旭区 都岡町７－７ 飲食店 JS-0004-3381

とり庵 横浜市旭区 東希望が丘１０１－２山西ビル１０１ 飲食店 JS-0002-5751

ゆうや 横浜市旭区 二俣川１－４５　深沢ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5095

浜焼太郎二俣川店 横浜市旭区 二俣川１－４５－２６ 飲食店 JS-0005-0535

HeartDininguruha 横浜市旭区 二俣川１－４５－２８　大貫ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1511

はち義賊 横浜市旭区 二俣川１－４５－３０　工藤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2400

千串屋本舗二俣川店 横浜市旭区 二俣川１－４５－３４　ナリタビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7623

aday 横浜市旭区 二俣川１－４５－６３ 飲食店 JS-0002-1314

蕎麦と酒 碧 横浜市旭区 二俣川１－４５－６６ 飲食店 JS-0005-6110

真魂～まごころ～ 横浜市旭区 二俣川１－４５－７７　　 飲食店 ZN-0002-5521

鶏匠 横浜市旭区 二俣川１－４５－９５ 飲食店 JS-0000-9243

やきとり Beck 横浜市旭区 二俣川１－４－６　ＡＳビル 飲食店 JS-0000-9073

お好みもんじゃ菜那 横浜市旭区 二俣川１－４６－１７　百石ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6624

粋酔人 横浜市旭区 二俣川１－４６－２６ 飲食店 JS-0002-5482

呉服のなまい 横浜市旭区 さちが丘２－４ ショッピング JS-0002-4074

太陽書店〔二俣川店〕 横浜市旭区 さちが丘６－１１　１Ｆ ショッピング JS-0002-7213

コスモサイクル金が谷店 横浜市旭区 金が谷２－３０－３１ ショッピング JS-0005-6385

北村塗料商会 横浜市旭区 今宿西町４２０　　 ショッピング PK-0000-0112

山田屋食糧有限会社 横浜市旭区 今宿東町１６２６ ショッピング SL-2000-2991

ミマツ三ツ境店 横浜市旭区 笹野台１－１－２８ ショッピング JS-0004-5749

株式会社小沢商店 横浜市旭区 四季美台２３ ショッピング JS-0000-7029

ブティック アビヤント 横浜市旭区 若葉台３－３－１　ショッピングタウンわかば ショッピング JS-0002-2623

ジュエリー工房リファイン若葉台店 横浜市旭区 若葉台３－７－１　ショッピングタウンわかば ショッピング JS-0000-9443

セレクト 横浜市旭区 上川井町３５７－５ ショッピング JS-0000-3793

新成堂かみかわい薬局 横浜市旭区 上川井町５１０　上川井 M ビル２号館１Ｆ ショッピング JS-0005-1151

上白根病院売店 横浜市旭区 上白根２－６５－１ ショッピング JS-0005-3926
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アクアテラスギフトショップ 横浜市旭区 上白根町１１７５－１　ズーラシアアクアテラス内 ショッピング JS-0005-9918

オージーヒルギフトショップ 横浜市旭区 上白根町１１７５－１　ズーラシアオージーヒル内 ショッピング JS-0005-9907

ゴルフステーション 横浜市旭区 上白根町９８２－９　横浜旭ファミリ－ゴルフ内１Ｆ　 ショッピング PK-0000-3243

きもの和五十鈴 横浜市旭区 中希望が丘９４－２２ ショッピング JS-0000-1585

Birdie 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－２２　ロイヤルマート１Ｆ ショッピング JS-0000-1208

リモーナ 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－８２－１　２０９区画 ショッピング JS-0003-7882

ティンカーベル 横浜市旭区 東希望が丘１０２　　 ショッピング ZN-2000-5041

希望ヶ丘ホンダ販売 横浜市旭区 東希望が丘１３　 ショッピング SL-2000-1168

クロロフイル二俣川美顔教室 横浜市旭区 二俣川１－２－１　L.S.P ３０６ ショッピング JS-0004-0726

NEXTDREAM 横浜市旭区 二俣川１－４５－２６　　 ショッピング ZN-0001-2647

ハッシュパピー横浜二俣川店 横浜市旭区 二俣川１－４５－３３　　 ショッピング ZN-0002-9440

今昔庵和楽 横浜市旭区 二俣川１－４５－４９ ショッピング JS-0004-0320

和楽いっぷく亭 横浜市旭区 二俣川１－４５－４９　第１１三京ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-6838

（有）旭メディカル 横浜市旭区 二俣川１－５－３８　ＦＳビル２Ｆ ショッピング JS-0000-1820

メガネのヒライ 横浜市旭区 白根３－２４－８　１Ｆ ショッピング JS-0005-7855

有限会社テクノサポート 横浜市旭区 白根５－２０－１０ ショッピング JS-0000-8487

日進堂 1 横浜市旭区 白根７－１５－１０　　 ショッピング PK-0000-2459

ラブリークリーニング今宿店 横浜市旭区 今宿西町２３８－２ サービス JS-0005-3061

美容室オリーブ 横浜市旭区 笹野台１－２８－６－１　　 サービス ZN-2000-0856

ネオ 21 鶴ケ峰店 横浜市旭区 四季美台６－５ サービス JS-0004-6416

そら接骨院 横浜市旭区 小高町５９－４ サービス JS-0003-3189

株式会社シンショー 横浜営業所 横浜市旭区 上川井町２０６２－５ サービス JS-0005-8926

スモーキーモーターサイクルズ 横浜市旭区 西川島町１－１７　　 サービス PK-0000-1384

B ー studio × NAX 横浜市旭区 中希望が丘２６５　希望ヶ丘駅構内 サービス JS-0005-8417

ネオ 21 希望ヶ丘店 横浜市旭区 中希望が丘９４ サービス JS-0004-6415

EST 横浜市旭区 中希望が丘９４－３３－１０２　 サービス ZN-0001-1727

ラブリークリーニング希望が丘店 横浜市旭区 中希望が丘９４－５１ サービス JS-0005-2945

ぷらす整骨院 希望が丘院 横浜市旭区 中希望が丘９９－３０ サービス JS-0005-0333

秋本薬局鶴ケ峰店 横浜市旭区 鶴ヶ峰１－１－８ サービス JS-0003-9172

秋本薬局鶴ヶ峰 3 号店 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－１－２ サービス JS-0003-9171

ぷらす整骨院 鶴ヶ峰院 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－２１－３　イトー鶴ヶ峰駅前ビル１Ｆ サービス JS-0004-9324

レプローストサロン マリモ 横浜市旭区 鶴ヶ峰本町１－３７－３　マリモビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-1547

another sky 横浜市旭区 二俣川１－２－１　ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ１０５ サービス JS-0004-8600

LargoPonte 横浜市旭区 二俣川１－４５－３７　オリオン二俣川１Ａ　 サービス ZN-0002-7962

美容室アルハンブラ 横浜市旭区 二俣川１－４５－９４　セレス二俣川１Ｆ サービス SL-2000-3318

Charmebeaute 横浜市旭区 二俣川１－５－１７　カーササンライズ２０１ サービス JS-0000-9993

ラブリークリーニング二俣川駅前店 横浜市旭区 二俣川１－５－２ サービス JS-0005-2932

ビーヘアークリエーション 横浜市旭区 二俣川１－６７－１　田中ビル１Ｆ　 サービス SL-2000-7678

ネオ 21 二俣川店 横浜市旭区 二俣川２－３６－３ サービス JS-0004-6423

カームオブグレース 横浜市旭区 柏町１２７　相鉄南万騎が原駅前ビル第４ビル１０４ サービス JS-0002-5333

オートパシフィックヨコハマ 横浜市旭区 矢指町１９０６　　 サービス PK-0000-2321

カワセ薬局 本店 横浜市旭区 笹野台１－１－３７　 その他 SL-2000-3897

バンガローハウス希望が丘店 横浜市旭区 中希望が丘１０１－５　第８よりずみビル その他 JS-0005-0264

バンガローハウス鶴ヶ峰店 横浜市旭区 鶴ヶ峰１－１２－３　新川ビル その他 JS-0005-0265
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アストロ鶴ヶ峰 横浜市旭区 鶴ヶ峰本町１－３８－３ その他 JS-0002-5803

豆スケ豆プー 横浜市旭区 柏町１３５－１ その他 JS-0001-7805

伊太めし？こるて 横浜市瀬谷区 三ツ境　５－１　ミユキ第一ビル 飲食店 SL-2000-9058

境華楼 横浜市瀬谷区 三ツ境１３－５　　 飲食店 PK-0000-2387

ワイルドジャイブ〔三ッ境〕 横浜市瀬谷区 三ツ境１５　　 飲食店 ZN-0003-1316

シルクロード料理　ブドウエン 横浜市瀬谷区 三ツ境１９－２１　　 飲食店 PK-0000-6477

やきとり工房三ッ境店 横浜市瀬谷区 三ツ境２－２６　楠田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9203

OSTERIA OURAN 横浜市瀬谷区 三ツ境２３－５　レジェンドスクエア１Ｆ 飲食店 JS-0004-3053

ワイルドジャイブ〔瀬谷〕 横浜市瀬谷区 瀬谷４－８－１３　　 飲食店 ZN-0001-0477

彩刻庵 横浜市瀬谷区 相沢１－１５－９　メゾンワンＢ　 飲食店 SL-2000-9725

鯉八 横浜市瀬谷区 本郷３－２４－７　　 飲食店 ZN-0002-9598

焼肉 西の屋 横浜市瀬谷区 目黒町１８－４ 飲食店 JS-0003-1394

十割そば古賀横浜瀬谷店 横浜市瀬谷区 目黒町２７－７　　 飲食店 PK-0000-1308

ミユネット 横浜市瀬谷区 下瀬谷２－２７－１ ショッピング JS-0005-9700

しの化粧品 横浜市瀬谷区 三ツ境１０４－６ ショッピング JS-0004-3203

アシカ 横浜市瀬谷区 三ツ境１０－５ ショッピング JS-0005-8746

（有）山沢衣料店 横浜市瀬谷区 三ツ境１２－７　　 ショッピング ZN-0002-6754

ジュエリー・カドヤ 横浜市瀬谷区 三ツ境１５－６ ショッピング JS-0002-1741

アイディエム 横浜市瀬谷区 三ツ境２－１９　駅中 ショッピング JS-0004-3132

Boogie Cycle 横浜市瀬谷区 瀬谷４－９－１５－１０１ ショッピング JS-0001-6521

ノーバイト 横浜市瀬谷区 瀬谷６－２１－７ ショッピング JS-0002-1370

グラン薬局 横浜市瀬谷区 二ツ橋２１４－６ ショッピング JS-0005-8175

（株）井上自動車 横浜市瀬谷区 阿久和西３－３７－９ サービス JS-0001-6092

よこはま動物葬儀センター 横浜市瀬谷区 阿久和南２－９－１　 サービス SL-2000-0417

ネオ 21 瀬谷店 横浜市瀬谷区 橋戸２－２７－８ サービス JS-0004-6420

サプリ 瀬谷店 横浜市瀬谷区 橋戸２－４－７　ヴェルブイル興英１Ｆ　 サービス ZN-0002-3062

Lotus Hair Design 横浜市瀬谷区 三ツ境１０－３　城田ビル２Ｆ サービス JS-0003-2827

ヘアースタンプ三ツ境店 横浜市瀬谷区 三ツ境１０８－４　フロール１０２ サービス JS-0003-1816

たんぽぽ動物病院 横浜市瀬谷区 三ツ境１１１－６　アイビープレイス１Ｆ サービス JS-0003-5585

カットインアークス 横浜市瀬谷区 三ツ境２１　大岡ビル１０５　 サービス ZN-0003-1341

スギモト理容室 横浜市瀬谷区 三ツ境８－６ サービス JS-0001-1906

へあさろん おおしま 横浜市瀬谷区 瀬谷３－８－２ サービス JS-0001-2763

salon de maple 横浜市瀬谷区 瀬谷４－２１－２４ サービス JS-0002-4177

美容室ビープラス瀬谷店 横浜市瀬谷区 瀬谷４－３８－８　山康ビル１Ｆ サービス JS-0004-5932

ランプリール 横浜市瀬谷区 瀬谷４－７－２８ サービス JS-0004-4785

KIRRI BILLI 横浜市瀬谷区 瀬谷５－１５－３０ サービス JS-0000-2717

ヘアーガーデン チャムス 横浜市瀬谷区 瀬谷５－２－１　コスモプラザ２０１　 サービス SL-2000-7784

はら動物病院 横浜市瀬谷区 相沢２－６－２ サービス JS-0000-5867

HAPPYmo．mo 横浜市瀬谷区 中央１５－１９　　 サービス PK-0000-1817

インクプレイス 横浜市瀬谷区 中央２－２６　ルピナス瀬谷１０８ サービス JS-0005-7931

ラブリークリーニング瀬谷店 横浜市瀬谷区 中央２－２９ サービス JS-0005-2961

Flap ー flap 瀬谷 横浜市瀬谷区 中央６－２０　マルエツ瀬谷店３Ｆ サービス JS-0005-6889

Flap ー flap 三ツ境店 横浜市瀬谷区 二ツ橋町３０８－１　e モール２Ｆ サービス JS-0005-6881

美容室 パレッセ・ドゥ 横浜市瀬谷区 二ツ橋町３８６－４　マルヤスビル１Ｆ サービス SL-2001-0582
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動物病院 カネコ 横浜市瀬谷区 二ツ橋町３９５ サービス JS-0000-1169

アンリミテッドワークス 横浜市瀬谷区 北町４４－８ サービス JS-0002-8888

ネオ 21 瀬谷北口店 横浜市瀬谷区 本郷３－１２－２０ サービス JS-0004-6422

バンガローハウス三ツ境店 横浜市瀬谷区 三ツ境１０８－３　サンライズビル三ツ境 その他 JS-0005-0269

ilCervo 横浜市泉区 中田東２－１－５　鈴木ビル１０１　 飲食店 PK-0000-1422

NAPALM 横浜市泉区 中田南１－３－１４－１０１　 飲食店 ZN-0001-2932

季の旬彩 和心 横浜市泉区 中田南３－７－５　りんどう中田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-4422

炭火焼肉 みつまた 横浜市泉区 和泉中央南１－３５－３５ 飲食店 JS-0000-3500

sacco 横浜市泉区 和泉中央南５－４－１３　相鉄いずみ中央ビル２Ａ２ 飲食店 JS-0005-2052

リストランテアフラテッロ 横浜市泉区 和泉町６２１６－３　　 飲食店 ZN-0001-2764

羽賀建材有限会社 横浜市泉区 新橋町８６３－１ ショッピング JS-0000-7043

スズキ時計店 横浜市泉区 中田東２－１－５　スズキビル１Ｆ ショッピング PK-0000-1205

コスモ薬局　中田店 1 横浜市泉区 中田北２－７－３　IH ビル　 ショッピング PK-0000-8607

ヴィエント 横浜市泉区 弥生台２８－１　弥生台 SY ビル１０５　 ショッピング ZN-0001-1551

ベルフラワー緑園本店 横浜市泉区 緑園１－１－１６ ショッピング JS-0000-8944

クラルテ 横浜市泉区 緑園２－１－３－１０１ ショッピング JS-0002-4131

Lido Mare 横浜市泉区 緑園５－２９－７　ｽｰﾊﾟｰｺｰﾄ緑園都市ﾋﾞｭｰﾋﾙｽﾞ１Ｆ ショッピング JS-0001-4938

里のあさじろう 横浜市泉区 和泉町１３７６　 ショッピング SL-2000-0728

サロンドレノマ TO － BE 横浜市泉区 上飯田町９５５－５　アイエスビル２Ｆ サービス JS-0000-8110

NooKHair 横浜市泉区 中田西１－２－５２　スカイサニー１０２ サービス SL-2000-5141

横濱美人ジャンヌ本店 横浜市泉区 中田東１－３８－４ サービス JS-0003-9215

Lupinus 中田店 横浜市泉区 中田東２－１－５　鈴木ビル１０２ サービス JS-0005-9097

アクア 横浜市泉区 中田南３－６－２　ベルメゾン渥美１Ｆ サービス JS-0002-0808

ビューティーライフ中田店 横浜市泉区 中田南４－１－４０　パナステートＡ１０１ サービス JS-0001-5914

ネオ 21 立場店 横浜市泉区 中田北１－２５－２５ サービス JS-0004-6492

グリーンスター 横浜市泉区 中田北１－８－３　ロイヤルハイツ１Ｆ　 サービス ZN-2000-5534

ネオ 21 弥生台店 横浜市泉区 弥生台６３－１８ サービス JS-0004-6429

ネオ 21 領家店 横浜市泉区 領家３－２－４ サービス JS-0004-6413

TRIP 横浜市泉区 緑園５－２９－１ サービス JS-0003-7935

ネオ 21 緑園都市店 横浜市泉区 緑園７－６－５ サービス JS-0004-6426

ネオ 21 いずみ店 横浜市泉区 和泉中央南５－１８－２８ サービス JS-0004-6508

バーバーギンザ 横浜市泉区 和泉町３５１１－９　ライフ２０６ サービス JS-0001-5975

桜エンジニアリング 横浜市泉区 和泉町７６４２－１ サービス JS-0005-4305

Dime 横浜市泉区 中田南３－７－５　りんどう中田３Ｆ エンターテインメント JS-0002-0048


