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［横浜市磯子区／金沢区］

加盟店名 所在地 ジャンル

鮨処なかの 横浜市磯子区 磯子３－４－２９　　 飲食店 ZN-0000-9960

ローザ 横浜市磯子区 磯子３－６－２　３磯子アイランドビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8206

焼肉祭り 横浜市磯子区 上中里町２７５－３ 飲食店 JS-0000-4678

鳥真新杉田本店 横浜市磯子区 新杉田町３－５　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ新杉田１０１ 飲食店 JS-0003-6491

390 ホルモン焼肉 横浜市磯子区 新杉田町３－５　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ新杉田１０５ 飲食店 JS-0004-4649

NASTY 横浜市磯子区 新杉田町３－６－１０５　　 飲食店 ZN-2000-2325

つまみぐいたお 横浜市磯子区 新杉田町７－１４　　 飲食店 ZN-0002-6638

炭火焼火乃酉 YOKOHAMA 横浜市磯子区 新杉田町７－１４　第二久良郷司ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-2118

ChickenBar HINOTORI 横浜市磯子区 新杉田町７－５　菅原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1274

炭火焼肉えん家 横浜市磯子区 新杉田町７－７　レジェンドトミビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6414

ごはん屋米米 横浜市磯子区 森１－１０－２０　ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ磯子１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1806

磯子酒場ぼっちまん 横浜市磯子区 森１－１０－２０　ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ磯子２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2429

井筒 横浜市磯子区 森１－２－１－１０４ 飲食店 JS-0000-2954

うなぎ天ぷら奴 横浜市磯子区 森３－３－１７　　 飲食店 ZN-0001-0580

奴寿司 横浜市磯子区 森３－３－１７　　 飲食店 ZN-0001-2140

ビストロろっくうぇる 横浜市磯子区 杉田１－１１－１　　 飲食店 ZN-0002-8082

和来杉田店 横浜市磯子区 杉田１－１４－３　　 飲食店 ZN-0001-1097

ワイン＆日本酒ひとつぶ 横浜市磯子区 杉田１－１４－９　　 飲食店 ZN-2000-1701

BARTOMMY’S 横浜市磯子区 杉田１－１４－９　吉野ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1567

遊食屋どんまい 横浜市磯子区 杉田１－１５－３０ 飲食店 JS-0000-5404

焼肉まんぷく 横浜市磯子区 杉田１－１７－１　プララ杉田　 飲食店 ZN-0001-2772

ル・ジェコ 横浜市磯子区 杉田１－２１－８　平英ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5368

炭火料理 DARUMA 横浜市磯子区 杉田１－２２－１　高橋 FLAT ２Ｆ 飲食店 JS-0005-5952

パレ・ド・バルブ 横浜市磯子区 杉田１－９－１３　　 飲食店 ZN-0001-2181

ホルモン倶楽部 新杉田店 横浜市磯子区 杉田４－１－５ 飲食店 JS-0000-9324

やきとり工房新杉田店 横浜市磯子区 杉田４－１－８ 飲食店 JS-0005-5124

魚串酒処 あんと 横浜市磯子区 杉田４－８－２ 飲食店 JS-0004-5519

スシ信 （NOBU） 横浜市磯子区 西町１１－８　 飲食店 SL-2000-6636

中華料理 百里香 横浜市磯子区 西町１２－１　　 飲食店 ZN-0002-7912

金龍園 横浜市磯子区 西町１２－２２　ダイヤモンドマンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5421

港や根岸駅前店 横浜市磯子区 西町１３－２１－１０８　　 飲食店 ZN-0001-1243

牛タンもつ鍋すぎ田 横浜市磯子区 中原２－７－６ 飲食店 JS-0005-7041

Garuda23 横浜市磯子区 中原４－２６－２７－１０２　ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ杉田 飲食店 ZN-0002-4118

ASIANDININGLOTUS 横浜市磯子区 東町１５－３２　モンビル横浜根岸　 飲食店 ZN-0001-0986

中華料理祥園 横浜市磯子区 洋光台３－１－１－２０７　 飲食店 PK-0000-3833

BEEF 横浜市磯子区 磯子２－１６－２４　コスモ磯子パークサイド１０２ ショッピング JS-0000-0499

株式会社天神橋タイヤ 横浜市磯子区 丸山１－３－６ ショッピング JS-0002-3153

ヨコハママリーナ 横浜市磯子区 新杉田町２ ショッピング JS-0004-4240

carino compagno 横浜市磯子区 森１－１５－１　 ショッピング SL-2000-7823

ワークショップ TAMURA 横浜市磯子区 杉田１－１－１　　 ショッピング PK-0000-0595
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テルル杉田 横浜市磯子区 杉田１－１３－２ ショッピング JS-0004-4393

ブティックエリー杉田店 横浜市磯子区 杉田１－１３－７ ショッピング JS-0005-5876

ビューティ M ＆ K 横浜市磯子区 杉田１－１７－１　プララ杉田１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-2818

ジーパンのトップ 横浜市磯子区 杉田１－１７－１　プララ杉田２Ｆ ショッピング SL-2000-2525

学生服の T ＆ Y キタムラ杉田店 1 横浜市磯子区 杉田２－４－３－１０１　　 ショッピング PK-0000-0964

グランドライン横浜 横浜市磯子区 杉田５－５－３ ショッピング JS-0004-9034

la．queue 横浜市磯子区 西町１１－８－１－Ｋ　　 ショッピング PK-0000-5258

洋光台薬局 横浜市磯子区 洋光台３－１５－１４　　 ショッピング PK-0000-8453

ＹＡＷＡＲＡ 横浜市磯子区 洋光台６－１９－２９－１Ａ　NaKamichi ベイサイドヒルズ ショッピング ZN-0003-1708

ウエノクリーニング相鉄ローゼン磯子店 横浜市磯子区 磯子１－２－１ サービス JS-0005-4088

ラ・セレモ 横浜市磯子区 磯子３－１２－１２　１Ｆ サービス JS-0002-4880

プリントマン／寿 美術印刷 横浜市磯子区 下町１－１９ サービス JS-0004-3057

マリン動物病院 横浜市磯子区 原町９－７－２０１ サービス JS-0002-8520

HairSalong － rira 横浜市磯子区 森１－１５－１２　第２磯子ハイツ１０４ サービス JS-0003-6499

ネオ 21 森が丘店 横浜市磯子区 森が丘２－２８－３ サービス JS-0004-6430

MERROW 横浜市磯子区 杉田３－９－１２　バンホーフ１Ｆ　 サービス ZN-0001-1306

ウエノクリーニング COOP 杉田店 横浜市磯子区 杉田７－１３－１ サービス JS-0005-4071

Teto 横浜市磯子区 杉田７－１６－２６　　 サービス ZN-0001-1895

横浜どうぶつ眼科 横浜市磯子区 馬場町６－２９ サービス JS-0002-6751

ウエノクリーニング氷取沢店 横浜市磯子区 氷取沢町３６０ サービス JS-0005-4094

ネオ 21 洋光台店 横浜市磯子区 洋光台１－１３－３０ サービス JS-0004-6491

美容室ビープラス 洋光台店 横浜市磯子区 洋光台３－１－１　ショップ２７　１Ｆ サービス JS-0004-5993

ウエノクリーニングサロン洋光台店 横浜市磯子区 洋光台３－１２－１２ サービス JS-0005-4168

MUSE 横浜市磯子区 洋光台３－１２－２８ サービス JS-0001-3050

ウエノクリーニングウエスト店 横浜市磯子区 洋光台５－３－８ サービス JS-0005-4092

NailSalonCaprice 横浜市磯子区 洋光台６－２０－１　大久保ビル２Ｆ サービス ZN-0001-3035

神仙堂薬局 横浜市磯子区 杉田２－１－７　 その他 SL-2000-6375

磯子センター薬局 横浜市磯子区 洋光台１－１５－７　 その他 SL-2000-3085

旨いもん酒房漫遊記 横浜市金沢区 釜利谷東２－１６－４　ウエスト文庫１０２ 飲食店 JS-0004-6003

ののはなカフェ 横浜市金沢区 釜利谷東５－１５－１　金沢自然公園内 飲食店 JS-0004-9094

越後屋 横浜市金沢区 洲崎町１－１　　 飲食店 PK-0000-0502

鳥真金沢八景店 横浜市金沢区 瀬戸１６－２０　ハイツ松陽１０２ 飲食店 JS-0003-6490

FRYINGFISH 横浜市金沢区 瀬戸２３－１５ 飲食店 JS-0003-3685

YABIN 金沢八景店 横浜市金沢区 瀬戸６－１１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-6372

ワイズキッチン 横浜市金沢区 谷津町１４８　岡本ビル１０１　 飲食店 ZN-2000-2451

遊食や 横浜市金沢区 谷津町３３１　　 飲食店 ZN-0002-9555

COZUMEL 横浜市金沢区 谷津町３５２－９　フジビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9206

WildGybe 横浜市金沢区 谷津町３５５－１　栄ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-4004

Mr．WOODBAR 横浜市金沢区 谷津町３５６－２　浜勇文庫第１ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1415

横浜天下鳥金沢文庫店 横浜市金沢区 谷津町３５９ 飲食店 JS-0003-9183

チャイカフェ 横浜市金沢区 谷津町３６０ 飲食店 JS-0002-8332

焼肉 エスカーラ 横浜市金沢区 谷津町３６５　ヨシエダビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7690

焼肉＆バーサンライズ 横浜市金沢区 谷津町３６７　２Ｆ 飲食店 JS-0005-4217

やきとり工房金沢文庫店 横浜市金沢区 谷津町３７１ 飲食店 JS-0005-5119
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地球食堂 横浜市金沢区 谷津町３７２　　 飲食店 ZN-0002-2455

まいど金沢文庫店 横浜市金沢区 谷津町４１８－６　　 飲食店 ZN-0001-1440

CUOREDOLCE 横浜市金沢区 町屋町１３－２０　　 飲食店 PK-0000-1475

GANCIA 楽 RAKU 横浜市金沢区 泥亀１－１－３　天野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2872

桂林菜館 横浜市金沢区 泥亀１－１－３　天野ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0360

松葉鮨 横浜市金沢区 能見台通２２－７ 飲食店 JS-0003-5408

大黒家 横浜市金沢区 能見台通３－１２ 飲食店 JS-0004-5965

SetLip 能見台店 横浜市金沢区 能見台通３－１５　ステーションピア１Ｆ 飲食店 JS-0003-9686

イタリア料理ラ・リラッサ 横浜市金沢区 能見台通４－７　マルカネビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9683

創作厨房ばんめし屋 横浜市金沢区 富岡東５－１８－１４　柳川荘　 飲食店 ZN-0001-2054

アラジン 横浜市金沢区 六浦５－２３－１４　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4195

SEABREEZE 横浜市金沢区 六浦東１－２２－１５　M ステージ六浦１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6425

焼肉サブロー 横浜市金沢区 六浦東１－２２－１５　M ステージ六浦Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-1500

クロロフイル文庫美顔教室 横浜市金沢区 釜利谷東２－１６－３０　高野ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-0610

有限会社花のナガシマ 横浜市金沢区 釜利谷東２－３－１２ ショッピング JS-0003-9115

ののはな館売店 横浜市金沢区 釜利谷東５－１５－１　金沢自然公園内 ショッピング JS-0003-2978

協和タイヤ商会 横浜市金沢区 幸浦２－１３－３ ショッピング JS-0000-2029

三井サイクル 横浜市金沢区 洲崎町１５－２７　 ショッピング SL-2000-5174

（有）弁天屋 横浜市金沢区 瀬戸２－２２ ショッピング JS-0000-8055

メガネジャパン 金沢八景店 横浜市金沢区 瀬戸３－４５　金沢八景メディカルビル２Ｆ ショッピング JS-0002-3502

木下サイクルスポーツ 横浜市金沢区 谷津町１４８　　 ショッピング PK-0000-2947

メガネのオプティックオベロン 横浜市金沢区 谷津町３６０－５　 ショッピング SL-2000-8034

ジュエリー 優 横浜市金沢区 谷津町３７２　オオサワスクエア１Ｆ　 ショッピング SL-2000-9561

ブティックエリー金沢文庫店 横浜市金沢区 谷津町３７３ ショッピング JS-0005-5830

den 横浜市金沢区 泥亀２－５－１－１００ ショッピング JS-0001-8547

東朝比奈薬局 1 横浜市金沢区 東朝比奈２－２０－７　　 ショッピング PK-0000-8639

フィオレッタ 能見台店 横浜市金沢区 能見台通２２－２ ショッピング JS-0000-2223

パティスリー サリュ 横浜市金沢区 能見台通３３－２０　柏ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-1921

ブティック serio 能見台店 横浜市金沢区 能見台通５－１０　　 ショッピング ZN-0002-6574

アルム能見台店 横浜市金沢区 能見台通８－１　　 ショッピング ZN-2000-1340

みどり薬局 A 横浜市金沢区 能見台通８－１－１　　 ショッピング PK-0000-1975

みどり薬局 B 横浜市金沢区 能見台通８－１－１　　 ショッピング PK-0000-2879

横浜紅谷能見台店 横浜市金沢区 能見台通８－３－１０１　　 ショッピング PK-0000-5560

VOLCOMBAYSIDEOUTLET 横浜市金沢区 白帆４－２　マリーナプラザ ショッピング JS-0001-5939

ヤマハ発動機シースタイル 横浜市金沢区 白帆４－４ ショッピング JS-0004-2851

横浜紅谷 横浜市金沢区 富岡東６－１－７　　 ショッピング PK-0000-8422

横浜ハーバリウム弐番店 横浜市金沢区 福浦２－１３－３４　 ショッピング SL-2000-1895

花松 横浜市金沢区 六浦１－２－３０　　 ショッピング ZN-0003-1718

松兵衛荘園芸 横浜市金沢区 六浦４－１１－３６ ショッピング JS-0004-4062

御菓子司名月 横浜市金沢区 六浦５－２３－２９　 ショッピング SL-2000-3016

横浜南共済病院売店 横浜市金沢区 六浦東１－２１－１ ショッピング JS-0005-3135

横浜南共済カフェコア 横浜市金沢区 六浦東１－２１－１ ショッピング JS-0005-3528

たなか薬局 横浜市金沢区 六浦東３－１－２５ ショッピング JS-0005-1152

一福堂薬局 横浜市金沢区 六浦南２－２－３　　 ショッピング ZN-0002-4972
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サンライズ 六浦 横浜市金沢区 六浦南２－３－６ ショッピング JS-0001-7991

アイ調剤薬局釜利谷店 横浜市金沢区 釜利谷東２－１１－４　UMEX ビル サービス JS-0004-1842

hairresortMahMa 横浜市金沢区 釜利谷東２－１６－４　ウエスト文庫２Ｆ　 サービス ZN-2000-2582

ネオ 21 釜利谷店 横浜市金沢区 釜利谷東２－７－７ サービス JS-0004-6509

pinefact． 横浜市金沢区 釜利谷東２－７－９　１Ｆ サービス PK-0000-1122

ウエノクリーニング釜利谷店 横浜市金沢区 釜利谷東６－１８－８ サービス JS-0005-4084

東京レンタル 金沢営業所 横浜市金沢区 幸浦２－３－４ サービス JS-0003-4544

Home 横浜市金沢区 寺前２－２－３３－１０１ サービス JS-0000-2705

for － to hair ＆ relax 横浜市金沢区 寺前２－２３－４２　エステ－ト銀杏１Ｆ　 サービス SL-2000-1394

デ・ラ・メア本店 横浜市金沢区 瀬戸１５－１０　萬寿穂ビル宝寿５Ｆ　 サービス ZN-0001-1031

Amery kanazawahakkei 横浜市金沢区 瀬戸１５－１４　松葉ビル２Ｆ サービス JS-0005-5259

ROLF 横浜市金沢区 瀬戸２－１　クレヴィア金沢八景 THE BAY １０２ サービス SL-2001-0001

西柴動物病院 横浜市金沢区 西柴１－１－８ サービス JS-0001-2923

fra 横浜市金沢区 谷津町１４７　望月ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-9035

ile 横浜市金沢区 谷津町３４０　金沢文庫シンコービル３Ｆ　 サービス ZN-2000-5054

ネオバーバースタイルパラディソ 横浜市金沢区 谷津町３５６－２　浜勇第１ビル２Ｆ サービス JS-0003-7237

アストンマーティン横浜サービスセン 横浜市金沢区 鳥浜町１４－１５　　 サービス PK-0000-8138

ウエノクリーニング金沢文庫店 横浜市金沢区 泥亀１－１８－５　サイダビル１Ｆ サービス JS-0005-4086

美容室 Nao 文庫店 横浜市金沢区 泥亀２－１－１０　　 サービス ZN-2000-1736

リベルテ 21 横浜市金沢区 能見台４－３－１４ サービス JS-0002-2162

CalmRosaBlanc 横浜市金沢区 能見台通１７－１０ サービス JS-0001-9547

ラ・ヴィータ 横浜市金沢区 能見台通１－８　佐藤ビル２Ｆ サービス JS-0001-1034

Nail TREE 横浜市金沢区 能見台通１８－２８ サービス JS-0002-3031

ウエノクリーニング能見台通店 横浜市金沢区 能見台通２５－７ サービス JS-0005-4077

NailSalonLaMer 横浜市金沢区 能見台通４－１３　セントラルビル２０５　 サービス ZN-0001-2799

ウエノクリーニング能見台駅前店 横浜市金沢区 能見台通５－１０ サービス JS-0005-4083

美容室チューズライフ 横浜市金沢区 能見台通７－３　ライジングサンホームズ１０２ サービス JS-0005-2544

ネオ 21 能見台店 横浜市金沢区 能見台通８－１１ サービス JS-0004-6412

Hairspray 能見台 横浜市金沢区 能見台東１－１　ビーコンヒル能見台イーストプラザ サービス JS-0005-6943

ネオ 21 富岡店 横浜市金沢区 富岡西７－１２－２４ サービス JS-0004-6503

VEEGU 横浜市金沢区 富岡東５－１３－２３　１Ｆ サービス JS-0005-4757

ウエノクリーニング富岡店 横浜市金沢区 富岡東５－１８－７ サービス JS-0005-4097

薬局サンライト 横浜市金沢区 富岡東５－２１－５　堀ビル１Ｆ サービス JS-0003-8532

有限会社オートサービス東栄 横浜市金沢区 福浦２－８－１２ サービス JS-0005-7175

ウエノクリーニングセンターシーサイド店 横浜市金沢区 並木１－１７　センターシーサイド サービス JS-0005-4095

ウエノクリーニングビアレ横浜店 横浜市金沢区 並木２－１３－１　ビアレヨコハマ サービス JS-0005-4080

ウエノクリーニング八景店 横浜市金沢区 六浦１－１－１４ サービス JS-0005-4074

クラブカットメイクフォー 横浜市金沢区 六浦１－１－１４ サービス JS-0005-6537

デラメアウープウープ 横浜市金沢区 六浦南２－２－７　鈴木店舗１Ｆ　 サービス ZN-0001-3030

美容室パレット 横浜市金沢区 六浦南２－３－３　サフィール１Ｆ　 サービス ZN-0002-3999

有限会社太陽舎六浦店 横浜市金沢区 六浦南２－９－２ サービス JS-0000-8349

artifact 横浜市金沢区 能見台通８－８　パイネックスビル１Ｆ エンターテインメント JS-0003-9899

インナー・シティ・ズーノア 横浜市金沢区 白帆４－３　シーサイドピアビル２Ｆ その他 JS-0004-4430


